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県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地整備課から通知・照会文書 農業農村整備事業関係（計画調整班）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

財産譲与に関する通知・報告 農村計画課土地改良指導班
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知等の受領 技術管理課関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

登記状況調査
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ため池に関する文書等
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ふるさと・水と土関係 むらづくり課
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

大切畑ダム（ため池）関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

会議関係文書綴り
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

システム関連綴り
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

要綱・要領関係綴り
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業農村整備事業管理計画
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

菊池台地地区用水関係照会・通知文書 菊池台地用水土地改良関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

熊本市からの通知・照会等文書 その他文書
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

県の機関以外からの通知等 雑件
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

照会と回答（管理班） 照会と回答（管理班）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地改良区関係一般文書
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 費用対効果関係文書
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事業実施に伴う通知関係綴り 防災班関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　地籍調査関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＯＡインストラクター関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度事業管理スケジュール
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事業実施に伴う通知関係綴り 谷尾崎２期地区農道整備事業（基幹農道）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農道の維持管理について
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 繰越予算関係綴り
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 占用申請関係 雑件
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 顛末書の提出 東門寺地区の
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営土地改良事業計画の変更
梅洞地区土地改良事業（区画整理）計画変
更

県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良事業計画関係文書
県営上益城中央２期地区（下豊内工区）事業
計画変更

県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良事業計画関係文書
新規　矢部中部地区土地改良事業（区画整
理）

県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営秋津揚水機場地区土地改良事業 （応急工事計画）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課
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県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営大切畑地区土地改良事業 （応急工事計画）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営南尾迫区土地改良事業 （応急工事計画）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営土地改良事業施行申請 宇土開地区（区画整理）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営土地改良事業施行申請 宇土開地区（農業用用排水施設）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営松の木堰地区土地改良事業計画変更
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 132 002
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業の完了に関
する事項

県営土地改良事業完了公告
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 中島地区換地処分関係 中島地区萱野換地区
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 一時利用地指定及び使用及び収益停止の事前通知 美里町今工区
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 美里地区前提登記（相続・表示変更・分筆）
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書
東西屋敷地区前提登記（相続・表示変更・分
筆）

県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 一時利用地指定通知書 美里町今換地区
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 区分地上権末梢変更再設定登記関係 区分地上権末梢変更再設定登記関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙
県情文書庫(原
課1年)

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 南尾迫地区換地処分関係
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 梅洞地区一時利用指定の事前通知等
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 一時利用地指定及び使用収益停止の事前通知 甲畠口地区
県央広域本部農林部農
地整備課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部農林部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 一時利用地指定及び使用収益停止通知 甲畠口地区
県央広域本部農林部農
地整備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

災害復旧事業
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

技術基準決定に関する文書
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町補助事業設計書審査
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村補助事業等実施設計審査 実施設計審査
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県が主催する研修会、説明会等に関する事項
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修会・説明会 土木技術指導等（県・市町村）
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書の開示請求に対する決定及び経緯 総合評価方式の加算点内訳点数など
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

県央広域本部の検査員区分
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

県央広域本部土木部の検査員区分について
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

広報に関する事項（２４１該当外） 印刷物の作成及び配布に関する文書
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知及び照会に関する事項
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調査関係
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

県の機関以外からの通知等（主管課以外）
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

工事検査に係る関係資料
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

総合評価（入札情報公開サービスシステム）修正
県央広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

仮設建築物許可申請
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度開発許可等 都計法２９条、４２条、４３条等
県央広域本部土木部景
観建築課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

県条例２２条認定
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為事前協議
県央広域本部土木部景
観建築課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路位置指定
県央広域本部土木部景
観建築課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築基準法第４３条ただし書き許可
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路位置指定（事前協議）
県央広域本部土木部景
観建築課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度開発本庁進達綴
県央広域本部土木部景
観建築課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

全体計画認定
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

仮使用承認
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築基準法第48条許可 建築基準法第48条許可
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築物等違反処理関係
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観法に基づく届出（宇城分）
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観法に基づく届出（上益城分）
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観法に基づく届出（天草本部分）
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

やさしいまちづくり条例事前協議
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度建設リサイクルパトロール
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

指定確認検査機関立入検査
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度建築士事務所立入
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

建築物防災週間
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町連絡会議
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

構造研修
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告（四半期報告）
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

建築確認台帳記載事項証明
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

開発登録簿（写）交付
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 営利企業従事許可 営利企業従事許可
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期調査・検査報告書
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 月報
県央広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

急傾斜地崩壊危険区域指定に係る文書綴り 島崎４丁目
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

東阿高急傾斜地崩壊危険区域の指定 熊本市への意見照会
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

土砂災害警戒区域、特別警戒区域の指定 熊本市他４町への意見照会
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川法占用許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

国有財産使用許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

急傾斜崩壊危険区域内行為許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防区域内行為許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

マイリバーサポート関係
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

境界確定協議書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

港湾区域内の行為（港湾法第３７条第３項）の同意
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川法第２７条許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川法第２０条許可 河川法第２０条許可
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

臨港地区内行為届出（港湾法第３８条の２） 臨港地区内行為届出（港湾法第３８条の２）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

一般海域内行為について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

マイリバーサポート関係
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

港湾に関する管理協定
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

特別調査委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

間所地すべり対策（事業 工区分割申請
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

近津川１火山砂防工事　変更指示 重大な変更指示
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）事業 水道管移設取り下げ
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）事業に伴う移設 水道管等移設
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

平成３０年度単県予算要望 熊本市へ依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

田代御船線活力基盤交付金（改築）（舗装その３）工事 日章工業
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

山の下防災・安全交付金（緊急改築）事業 歩掛調査依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

津浦町２災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊危険区域編入に係る市町村意
見聴取

県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

河川管理者協議（国） 熊本嘉島線道路改築事業
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

道路工事施行承認 道路事業（県央広域本部土木部管内）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）函渠工事他合併 入札不調に
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

入札に関する質問書とその回答
木留川防災・安全交付金（火山砂防）函渠工
事　他合併

県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

坂本川防災・安全交付金（通常砂防）事業 事業説明会案内
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

百貫港社交金（地活）地方港湾（小島物揚場改良）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

百貫港海岸社交金（防安）海岸（堤防改良）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）函渠工事 配水池用制御信号線の保留解除
県央広域本部土木部工
務管理課長

2019 ３０年    2049 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）函渠工事 支障水道管の移設依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2019 ３０年    2049 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

熊本港関係機関協議書類
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事に伴う支障物件移設依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木留川一般競争入札競争参加資格について（協議）
木留川防災・安全交付金（火山砂防）函渠工
事他合併

県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

建設資材単価の見積り徴集について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

土地収用関係 小池竜田線
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関との協議 小池竜田線
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示書（重大な変更）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工区分割協議
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路区域変更及び供用開始
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百貫港単県港湾維持浚渫（要江地区）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百貫港単県港湾維持浚渫（島地区）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百貫港単県港湾維持浚渫（小島地区）工事他合併
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

島崎4丁目単県急傾斜地崩壊対策事業
簡易吹付法枠工事に係る歩掛及び資材単価
の見積り依頼

県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百貫港社交金（地活）海域環境創造（覆砂）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29熊本北部流域下水（ＴＶカメラ点検）委託 道路交通規制について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土甲佐線活力創出基盤交付金（道路改良）工事 交通規制協議、報告について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河内港海岸港湾海岸老朽化対策工事 支障物件の移転について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百貫港単県港湾災害復旧（近津排水樋門）工事
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

土砂災害警戒区域等地図データ提供 熊本市課税管理課依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定に関する意見 御船町、益城町の山間部及び嘉島町の方へ
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

Ｈ２８河内港海岸港湾海岸老朽化対策事業 市道への引継事前協議書について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定について 町内嘱託員名簿等の提供依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土甲佐線活力創出基盤交付金（改築）（舗装新設）工 工事一時中止について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議 御船甲佐線
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

災害時応急活動証明書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土甲佐線活力創出基盤交付金（改築）（舗装新設）工 通行規制について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木留川防災・安全交付金（火山砂防）事業 一般競争入札参加資格の協議
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積り徴収依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転 道路事業
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木留川他４河川単県砂防施設災害復旧工事 交通規制（片側交互通行）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

実施協議書の副申について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

近津川１防災・安全交付金（火山砂防）舗装補修工事 交通規制
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

通行規制 道路事業
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

緊急改築事業の身分証明書交付 高野山工区、山の下工区
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

業務委託における身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

山の下防災・安全交付金（緊急改築）事業 公園内ボーリング協議
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

除川水系単県河川調査業務委託に係る見積依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

河内港単県港湾調査（工事用道路測量設計）委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

河内港単県港湾調査（工事用道路測量設計）委託　他合 身分証明書発行について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

坂本川防災・安全交付金（通常砂防）事業 身分証明書発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

川内田防災安全交付金（地すべり）調査解析業務委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

坂谷川防災・安全交付金（管理用道路修正設計）委託 身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

稲生野甲佐線防災・安全交付金修正設計委託 身分証明書の交付
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

御船甲佐線道路改良事業に関する文書綴り
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

単県砂防調査（急傾斜事業）測量設計委託 身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

田代御船線単県道路改良（測量設計）委託　他合併 身分証明書発行について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

坂本川防災・安全交付金（通常砂防）事業 地質調査身分証明書発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

龍田陳内４丁目単県施設災害復旧事業 測量設計のための身分証明書発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

急傾斜地崩壊防止施設点検委託 古京町他　身分証明書発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

川内田他地すべり防止施設点検委託 身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

木倉他急傾斜地崩壊防止施設点検委託 身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

飛尾単県急傾斜地崩壊対策（測量設計）委託　他合併 身分証明書発行について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

船津他急傾斜地崩壊防止施設点検委託 身分証明書の発行
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

事業効果検証業務
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成28年度百貫港社交金(地活)地方港湾 (要江防砂堤)地質調査委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

岩戸川第２谷他単県砂防調査（全体計画書作成）委託 身分証明書の交付
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

古京町他防災・安全（緊急改築）急傾斜施設点検委託 身分証明書の交付
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

田代御船線活力創出基盤交付金（地質調査）委託他合併 身分証明書発行について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

御船甲佐線広域連携交付金（測量設計）委託 身分証明書の交付
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本管内単県港湾改修（灯具点検）委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

潤川橋梁詳細設計委託業務の変更指示（重大なもの）
潤川総合流域防災（河川改修・交付金）橋梁
詳細設計

県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

道路管理状況及び改築計画に係る照会 潤川総合流域防災（河川改修・交付金）事業
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

島崎４丁目急傾斜地崩壊危険区域指定に係る文書綴り
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

東阿高急傾斜地崩壊危険区域指定申請書 東阿高災害関連緊急急傾斜
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

用途指定財産の利用状況調査について 土鹿野急傾斜施設
県央広域本部土木部工
務管理課長

2019 ５年      2024 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故に関する文書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　一日河川パトロールについて 平成２９年度　一日河川パトロールについて
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害防止法に基づく説明会 自治会長提供依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害警戒（特別警戒）区域の指定 旧植木町全域
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

仁子川水門管理委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

天明新川外来種対策委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

安永川水門管理委託
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害防止法説明会 熊本市への担当職員派遣依頼
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害防止法の説明会 開新高校内の駐車場利用
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

寺迫土砂法区域見直し委託 身分証明書の交付
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 熊本市
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 益城町
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 御船町
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定 嘉島町
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

熊本港内の土地の使用について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

平成２９年度河川管理統計等の提出について
平成２９年度河川管理統計等の提出につい
て

県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

道路整備課関係文書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求 金入設計書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
Ｈ２９年度末供用開始予定　県道稲生野甲佐
線

県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支払い関係 中間前払い
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

天明新川不法占用物件対応 天明新川
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会に関する文書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

国有財産無償貸し付け（西日本高速道路） 国有財産無償貸し付け
県央広域本部土木部工
務管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

平成２９年度廃川処理関係文書 廃川処理
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

平成２９年度　廃道関係 廃道
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

新生１丁目払い下げ 払い下げ
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

河川占用許可通知等
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

港湾・海岸関係文書一般
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

河川関係（その他・雑件）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明書の交付（発注者支援業務）
坂谷川防災・安全交付金（通常砂防）発注者
支援業務

県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明書の交付（橋梁詳細設計委託業務） 潤川総合流域防災（河川改修・交付金）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 022 その他の事項
法定受託事務の実施に関する
事項

法定受託事務 法定受託事務
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知及び照会 通知・照会
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監督員変更通知
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 護岸雑草処理業務関連（上益城管内）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 浄化槽法定検査
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中間前払いの認定通知
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 関係機関への通知又は報告
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域決定（区域変更）
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の供用開始
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 140 002
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

流域下水道の維持管理に関す
る事項

特定施設に係る届出について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 140 003
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

使用及び占用許可に関する事
項

流域下水道使用承認について
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県央広域本部土木部長 2017 001 140 003
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

使用及び占用許可に関する事
項

道路占用（物件の保守作業）届出書
県央広域本部土木部工
務管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設工事統計調査関係
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

熊本地域県出先機関主要事業等説明会
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 職員の公務災害等関係
県央広域本部土木部総
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理について
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員の任免に関する文書
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員の任免
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

職員の担当事務の決定に関する文書
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名通知伺い
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書 庁舎機械警備業務委託（八王寺仮庁舎）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書 庁舎機械警備業務委託（東町庁舎）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書 一般廃棄物収集運搬処理業務委託
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書 消防用消防用設備保守点検業務委託
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書
自家用電気工作物保守点検業務委託（東町
庁舎）

県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書
自家用電気工作物保安管理業務委託（八王
寺仮庁舎）

県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書 庁舎清掃業務委託
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

契約締結方法の決定に関する文書 公用車賃貸借
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員等の任命
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 物品等移設業務委託
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 Ｈ３０機械警備（八王寺）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 H３０清掃（八王寺）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 H３０消防用設備（八王寺）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 H３０自家用電気工作物保安管理（八王寺）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為（省略）
Ｈ３０一般廃棄物収集運搬処分業務委託（八
王寺）

県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

行政財産の使用許可・普通財産の貸付
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関連
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の不用決定 物品の不用の決定に関する文書
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 消防計画関係
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

危機管理・防災関係　１
県央広域本部土木部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会
県央広域本部土木部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事経理関係
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通事故処理関係綴
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本地方災害対策連絡調整会議等
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定個人情報関係（マイナンバー）
県央広域本部土木部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城中央線建物等調査委託　監督員の変更について 県央土木用地第二課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

用地取得マネジメント 県央土木用地第二課長 2026 １０年    2036 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

代替地情報提供及び媒介に関すること 宅建業協会との協議 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

不動産鑑定評価について 益城中央線（社交街） 県央土木用地第二課長 2026 １０年    2036 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地協議 益城中央線（社交街） 県央土木用地第二課長 2026 １０年    2036 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

益城中央線　税務署協議について 県央土木用地第二課長 2026 ５年      2031 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 益城中央線（社交街） 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 益城中央線（社交街） 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

変更契約手続き 繰越措置 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

益城中央線　（根）抵当権の抹消について 県央土木用地第二課長 2026 ３０年    2056 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会 益城中央線 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会 水前寺秋津線 県央土木用地第二課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイル管理に関すること 県政情報文書課からの通知・照会 県央土木用地第二課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種通知・照会 その他雑件 県央土木用地第二課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課関系 IT関係 県央土木用地第二課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課関係 特定個人情報（マイナンバー）に関すること 県央土木用地第二課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

研修関係 県央土木用地第二課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種通知・照会 用地対策課関係 県央土木用地第二課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 108 003 恩給等に関する事項 受給者の管理に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係文書 県央土木用地第二課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

益城町関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交差点協議 交差点協議
県央土木復興まちづくり
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城中央線他調査関係 意向調査関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

埋蔵文化財関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城中央線 身分証明書交付関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

見積もり関係 見積もり関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制関係 交通規制関係
県央土木復興まちづくり
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

白川河川激甚災害対策特別緊急事業等
県央土木災害復興第一
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

２８年発生災害復旧事業に関するもの
県央土木災害復興第一
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議
県央土木災害復興第一
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

1010 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開示請求
県央土木災害復興第一
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ２８年発生災害復旧事業に関するもの
県央土木災害復興第一
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移設協議
県央土木災害復興第二
課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示（重大なもの）
県央土木災害復興第二
課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議
県央土木災害復興第二
課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

交通規制
県央土木災害復興第二
課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

事故報告
県央土木災害復興第二
課長

2087 ５年      2092 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示請求
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29年度　交通規制
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29年度　交通規制
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 説明会の通知等について
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監督員変更
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 見積もり
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 変更指示に関する事項
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 益城町災害復旧工事施行に係る協定
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中間前払いについて
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 急傾斜地崩壊危険区域の指定に関する協議
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３年      2021 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

入札前質問・回答
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

見積徴収
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

監督員変更
県央土木災害復興第二
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

事務局監査関係 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

個人番号台帳 平成29年 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

不動産鑑定依頼 県央土木用地第一課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

収用証明書関係 1／2 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

収用証明書関係（個別発送） H25～ 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

法律相談 下豊内急傾斜事業 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

土地収用法の事業認定関係 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地取得に係る官公庁との協議 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

収用証明書関係 2／2 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

特定個人情報に関する監査報告書 マイナンバー監査 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地取得マネジメント関係 H25～ 県央土木用地課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城災害分） ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城災害分） ② 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城通常事業分） ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄付受納 １／２ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　１／７ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　２／７ 県央土木用地課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　３／７ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　４／７ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　５／７ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　６／７ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 熊本市　７／７ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（熊本市災害分） ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（熊本市通常事業分） ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 御船町　１／２ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 益城町　３／４ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 益城町　４／４ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 御船町　２／２、嘉島町 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 甲佐町　１／２ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 甲佐町　２／２、山都町　１／２ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 山都町　２／２ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 益城町　１／４ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 益城町　２／４ 県央土木用地課長 2018 30年      2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄付受納 ２／２ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城災害分） ③ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城災害分） ④ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城通常事業分） ② 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交渉日誌（上益城通常事業分） ③ 県央土木用地課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 廃材処分費関係 県央土木用地第一課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

抵当権　関係 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課
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県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記完了証 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

未登記処理関係 ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

未登記処理関係 ② 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

未登記処理関係 ③ 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

未登記処理関係 棚上げ① 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

未登記処理関係 棚上げ② 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 007 財産又は物品に関する事項
用地取得に伴う登記の記録に
関する事項

用地台帳 システム出力分 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 007 財産又は物品に関する事項
用地取得に伴う登記の記録に
関する事項

登記嘱託事務 県央土木用地課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 009 財産又は物品に関する事項
用地等の強制取得及び使用に
関する事項

裁決申請関係 一級河川白川水系白川改修事業 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会依頼 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会確認書 県央土木用地第一課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地関係通知 県央土木用地第一課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県の機関からの照会 県央土木用地第一課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県の機関以外からの照会 県央土木用地第一課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県央広域本部土木部長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

住民基本台帳ネットワーク関係 県央土木用地第一課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

法令職の補職関係綴
県北広域本部衛生環境
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 育休等代替臨時職員の採用関係綴
県北広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度輸出証明書交付文書
県北広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 薬物乱用防止関係綴
県北広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

花房中部２期地区埋蔵文化財発掘調査
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

行政文書開示請求関係
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

花房中部２期地区畑地帯総合整備事業第２５号工事
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転移設協議 九電・ＮＴＴ等
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度木庭地区地域密着型農業基盤整備事業
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木庭地区地域密着型農業基盤整備事業 第１号業務委託
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

花房中部２期地区担い手育成畑地帯総合整備事業
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

農道の維持管理等について
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木庭地区地域密着型農業基盤整備事業 河川法許可申請
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

木庭地区地域密着型農業基盤整備事業第１号工事
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大津北部地区地域密着型農業基盤整備事業 第１号業務委託
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成２９年度菊池台地地区国営事業継続地区推進調査 第１号業務委託
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国土調査法第１９条第５項に基づく認証申請
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

平成２９年度大津北部地区地域密着型農業基盤整備事業
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度国営造成施設管理体制整備促進事業
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

単県担い手育成農地集積促進事業補助金返還 花房北部地区、鞍岳西部地区
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業経営高度化支援（ソフト）事業等
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会文書綴り
県北広域本部菊池台地
土地改良課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第7次菊池地域保健医療計画策定関係
県北広域本部総務企画
課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ハートフルパス
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

行政財産使用許可
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新型インフルエンザ関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療（市町村支援） 地域連携各種会議
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療（市町村支援） 市町担当者会議
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

表彰関係（厚生労働）
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

患者調査及び受療行動調査
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 在宅療養支援体制づくり補助嘱託職員関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

経理（契約に関する事項）
県北広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

災害救助法関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

やさしいまちづくり関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の部課からの通知等 電子
県北広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務総括
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務総括
県北広域本部総務企画
課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庁舎管理
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年保護育成関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 在宅医療支援体制づくり事業・医療介護連携
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新採トレーナー制度関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　消費者行政
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　防犯関係
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　部内調整
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　部業務概要
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　勤務実績報告
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　医療施設動態調査
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　病院・診療所数等変更報告書
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　各種会議
県北広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

不動産取得税（承継）市町村職員研修会
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修関係綴
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

地区税協研修会（菊池・阿蘇）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 消耗品購入伺綴
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイル管理
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

不動産取得税　簡易評価調書作成に係る資料の収集
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成２９年度菊池地区税協議会
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

阿蘇地区税務協議会
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

菊池地区税協
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

山鹿地区税協
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

三税協力 税協研修・確定申告応援
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

玉名地区税務協議会
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

固定資産評価基準の一部改正について Ｈ30基準年度
県北広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住基ネット関連
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 本庁税務課関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県北広域本部関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 人事課、総務事務センターほか
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 時間外勤務手当
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 臨時職員
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県政情報文書課関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 調定見込み Ｈ２９決算
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事務執行計画
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事務指導
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一斉点検
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特例勤務割振簿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害関連
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監査調書・県税調書
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 包括外部監査
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 課税班長会議
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 複写機
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 非常勤職員関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 非木造家屋評価実施状況報告書
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 基本方針　事務執行計画　調定見込
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 課税班長会議
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算関係（H30要求）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 例会綴
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税 免税証関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 法人二税受付送信簿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 所得税申告書 玉名税務署分
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油 一斉受付・交付（鹿本）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税 調査関係（鹿本）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税 一斉受付・交付（大津・菊陽）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油相談関係 山鹿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油 一斉受付・交付（阿蘇）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ４月・５月進達分
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）徴収猶予
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与徴収猶予関係 山鹿管内
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税徴収猶予
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継分）の賦課資料提出依頼
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 更正
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税(原始）非課税・失格等①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 総括
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 総括
県北広域本部総務部課
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 審査請求関係（不動産取得税原始）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 危機事案処理完結報告
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 熊本県税特別措置条例に基づく課税免除 ①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人県民税
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）保留地台帳
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 総括
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（家屋評価） 建築確認申請書等の調査
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 各種調査関係
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（業者分） 合志市・大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 合志市・大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 合志市・大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 合志市・大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 合志市・大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与徴収猶予関係 菊池管内
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 菊池市・菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 菊池市・菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 菊池市・菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1017 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　合志市・大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ８月　大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　合志市・大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　課税月報
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 山鹿市・玉名郡　①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（過年度） 山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 山鹿市・玉名郡　①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い① 菊池市・菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与徴収猶予関係 玉名管内
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与徴収猶予関係 阿蘇管内
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 資料せん送付伺い
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ５月進達分１
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ５月進達分２
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ６月進達分１
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ６月進達分２
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ７月進達分
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書綴り ８月～３月進達分
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税 総括
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税資料せん受付簿・整理簿 合志市・大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免相談記録簿 その１
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免相談記録簿 その２
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税事務所からの通知文綴り
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 災害減免相談記録簿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 熊本県税特別措置条例に基づく課税免除 ②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（業者分） 合志市・大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　合志市・大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 市町村が建築主体となる仮設住宅について
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 合志市・大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　合志市②　大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 合志市・大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 4月　玉名市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 4月　玉名市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 6月　玉名市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 6月　玉名市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 6月　玉名市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 8月　玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 9月　玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 11月　玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 12月　玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書　減額対象外分綴り 合志市・大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 4月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 5月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ８月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 西原村①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 阿蘇市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 1月　荒尾市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 1月　荒尾市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 西原村②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町⑤
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 調定決議書（定期課税）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 調定決議書（随時課税１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 調定決議書（随時課税２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（山鹿市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（山鹿市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（山鹿市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（山鹿市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（山鹿市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（山鹿市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（山鹿市４）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（山鹿市５）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 調定決議書（随時課税３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（山鹿市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（荒尾市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（荒尾市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（荒尾市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（荒尾市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（荒尾市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（荒尾市・玉名郡）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（荒尾市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名郡１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名郡２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名郡１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名郡２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（玉名郡１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書２
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書３
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書４
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書５
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書６
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書７
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書８
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書９
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１０
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１１
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１２
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１３
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１４
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１５
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１６
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１７
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書１８
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 10月　玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 1月　玉名市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い 1月　玉名市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　菊池市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　菊池市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　菊陽町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　菊池市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　菊池市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　菊池市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ８月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　菊池市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　菊池市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　菊池市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　菊陽町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書　減額対象外分綴り 菊池市・菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 損失申告書（県央広域本部送付分）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税 鹿本地域
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税 菊池地域
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税 玉名地域
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税 阿蘇地域
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（阿蘇郡３／３　高森町・南阿蘇村）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（阿蘇郡１／３　南小国町・小国町）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（阿蘇郡２／３　産山村・西原村）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（阿蘇市１／２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（阿蘇市２／２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（阿蘇市１／２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（阿蘇市２／２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税
定期失格（阿蘇郡１／２　南小国町・小国町・
西原村）

県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税
定期失格（阿蘇郡２／２　南阿蘇村・高森町・
産山村）

県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格②（阿蘇市）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格②（阿蘇郡）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 山鹿市・玉名郡　②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 山鹿市・玉名郡　②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 山鹿市・玉名郡　③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書　減額対象外分綴り 山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　玉名郡①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　玉名郡②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　山鹿市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　玉名郡①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　玉名郡②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　山鹿市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　山鹿市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　山鹿市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　和水町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ８月　山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　山鹿市・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　玉名郡①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　玉名郡②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　山鹿市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　玉名郡①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　玉名郡②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　山鹿市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　山鹿市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　山鹿市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　山鹿市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　山鹿市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　玉名郡①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　山鹿市・玉名郡②　手入力分
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　山鹿市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　山鹿市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税
貸付不動産保有状況報告書・医療に関する
所得内訳書１

県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 総記（山鹿市・荒尾市・玉名郡）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税
貸付不動産保有状況報告書・医療に関する
所得内訳書２

県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 大津町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊陽町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊陽町③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　返戻処理簿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　原始 納税通知書発送伺い
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 荒尾市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 荒尾市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 山鹿市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 阿蘇市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 非課税・失格等
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 菊池市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 山鹿市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市⑤
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 山鹿市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 山鹿市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 山鹿市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始・市町村評価） 玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名郡（南関町）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 合志市・大津町③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）造成費控除
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　簡易評価調書改訂検討会
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税 精密調査
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市⑤
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 申告関係書類送付
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 合志市・大津町③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 熊本県税特別措置条例に基づく課税免除 ③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 熊本県税特別措置条例に基づく課税免除 ④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊池市⑥
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（お知らせ後） 合志市・大津町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 玉名郡（長洲町・和水町）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）本庁からの通知・照会文綴り 総括
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 菊陽町④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町⑥
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 阿蘇市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 西原村③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 西原村④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 南阿蘇村
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市⑥
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 大津町⑦
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 熊本県税特別措置条例に基づく課税免除 ⑤
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　阿蘇郡市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市⑤
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ６月　阿蘇郡市⑥
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ７月　阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ８月　阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ９月　阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １０月　阿蘇郡市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １１月　阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １２月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　阿蘇郡市①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い １月　阿蘇郡市④
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 阿蘇郡市②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 阿蘇郡市③
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書　減額対象外分綴り 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税資料せん受付簿・整理簿 阿蘇郡市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）各種交付申請書綴り 山鹿・玉名郡
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）各種交付申請書綴り 阿蘇郡市・菊池市・菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）各種交付申請書綴り 合志市・大津町・玉名市・荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）審査伺い ４月　菊陽町①
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い② 菊池市・菊陽町
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市⑦
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税家屋評価調書 合志市⑧
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（大津町１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（大津町２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（大津町１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（大津町２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（大津町３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（大津町４）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（大津町１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（合志市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（合志市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（合志市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（合志市４）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊陽町１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊陽町２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊陽町３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（合志市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（合志市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（合志市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（菊陽町１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（菊陽町２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格②（合志市・菊陽町）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（合志市）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（菊陽町）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（阿蘇市）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（阿蘇郡）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税申告書
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊池市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊池市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（菊池市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（菊池市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（菊池市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（菊池市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格②（菊池市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格②（菊池市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（菊池市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（菊池市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 証紙消印記録簿
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 免税軽油手数料現金化
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 免税軽油使用者証および免税証交付状況調
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 証紙消印実績報告書綴
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（原始）非課税・失格等②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い（現年度） 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）非課税伺い 玉名市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書　減額対象外分 玉名市・荒尾市
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）減額伺い 菊池市・菊陽町②
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名市４）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期課税（玉名市５）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名市１）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名市３）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 定期失格（玉名市４）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税 随時失格（玉名市２）
県北広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

個人県民税徴収計画（Ｈ３０－Ｈ３２）策定関係綴り
県北広域本部総務部収
税課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

公印申請書管理台帳
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

個人県民税高額滞納者に係る現況調査
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 配当計算書文書番号
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 執行停止(取消）通知書管理番号
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 登録嘱託
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交付要求 解除
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 公示送達
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 財産調査
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 財産調査 収税第二班
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 高額滞納整理状況報告について
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 相続関係 収税三班
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等１
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 財産調査 収税第三班
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 地方税法４８条徴収引継関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 納税義務承継 収税第二班
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 併任関係等
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 徴収の猶予について 高額徴収猶予事案
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交付要求 該当なし
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等２
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等３
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等４
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等５
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等６
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等７
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等８
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等９
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等１０
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等１１
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等１２
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押えに関する文書 債権等１３
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

県税特別徴収事務取扱交付金（産廃・軽油）
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

個人県民税徴収取扱費
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県北管内市町村徴収担当係長会議 開催案内
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

個人住民税徴収向上対策連絡会議 開催通知
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

租税教育 収税第二班
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 個人県民税決算関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

釣銭資金報告に係る出納員の任命について
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分決議書 自動車税１
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分決議書 一般税
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分決議書 自動車税２
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分決議書 自動車税３
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 納税証明書交付手数料の還付
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 被服類貸与関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

広報関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住基ネット関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務・庶務関係綴　１ 照会・回答・報告等文書
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 税務関係綴　１ 照会・回答・報告等文書
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度滞納整理実施結果報告書 本庁あて報告
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 口座振替関係 自動車税１
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度定期監査綴
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務・庶務関係綴　２ 照会・回答・報告等文書
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 税務関係綴　２ 照会・回答・報告等文書
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 口座振替関係 自動車税２
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 口座振替関係 個人事業税
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 口座振替関係 終了
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車管理簿
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 送金通知書再発行関係
県北広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

地域づくりチャレンジ推進補助金関係総記
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金内示
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

宝くじ助成事業
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくりチャレンジ推進事業県実施事業 掘り起し支援
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度集落サポートプロジェクト事業補助金
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

鞠智城関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくりスクラムチャレンジ推進補助金
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

宝くじ助成事業 実績報告書
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

宝くじ助成事業 一般コミュニティ助成申請書
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

宝くじ助成事業 コミュニティセンター助成申請書
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金交付決定・確定 No.1
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金交付決定・確定 No.2
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金交付決定・確定 No.3
県北広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

菊池地域若者定着プロジェクト おしごと発見フェア等
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

福岡からの復興応援バスツアー事業業務委託
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

日本遺産関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

日本遺産関係　２
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

日本遺産関係　３
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県北インバウンド推進事業 台湾出張
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ライダーズベースに関すること 雑誌掲載委託契約
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

観光ビッグデータ活用の外国人観光客動態調査委託
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県北広域本部職員研修
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域観光関係 県北地域広域観光アドバイザー業務委託
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域観光関係 インバウンド推進業務
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地方創生実現のための若者定着プロジェクト 「県北地域企業ガイダンス」
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県北地域企業ガイダンス　参加申込書
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県北地域企業ガイダンス　参加者アンケート
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

県北広域本部長表彰
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

管内概要
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県北広域本部会議
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度主要事業説明会
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

菊池地域総務・財政・企画担当部課長連絡会議
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

地方創生 市町村総合戦略会議
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

名義後援
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広報・広聴
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

商工観光労働部
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

健康福祉部からの通知等
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

国立公園満喫プロジェクト関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地方創生関係 総記
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

過疎地域自立促進計画
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

環境生活部関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 政策調整事業
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 観光振興関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成28年観光統計
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企画振興部
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 菊池南部地域交通混雑等対策検討会・作業部会
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地方創生関係 地方創生塾　県北地域版
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件綴り　№1
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件綴り　№2
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域づくり団体関係綴り
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地方創生交付金関係
推進・拠点整備・加速化、地域未来投資関連
２

県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地方創生交付金関係 推進・拠点整備・加速化、地域未来投資関連
県北広域本部総務部振
興課長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 危機管理関係総記 No.1
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 平成２９年度災害待機関係綴り
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 平成２９年度菊池地方災害対策会議
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 平成２９年度菊池地方災害対策要綱改正
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 平成２９年度豪雨災害対策訓練
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 熊本地震検証（４か月以降）
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 大規模災害発生時における職員派遣関係
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 大規模災害に伴う職員参集訓練関係綴り
県北広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 002 002
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

規則の制定又は改廃及びその
経緯

熊本県県北広域本部における出入口の開閉時刻について
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

平成２９年度火薬関係綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

平成２９年度火薬関係綴り Ｎｏ．２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

一般競争入札関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 004 事業の実施に関する事項
公共工事の進行管理及び評価
に関する事項

発注見通し関係綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成２９年度　工事現場立入点検調査関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

経理関係研修
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 002
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

個人情報の開示請求に対する
決定及び経緯

情報公開・個人情報関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

人事・服務関係（総記） 人事・服務雑件
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

事務分掌
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

平成２９年度　昇給昇格内申　関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与関係 その他控除
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故・交通違反報告
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 特別休暇、休憩時間特例等
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 証明関係（職員分）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

職員研修
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

共済・互助会関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 定期健康診断事後指導
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全運転管理者等協議会
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

交通安全関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 ３６協定に関する文書 ３６協定
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 定時退庁日時間外勤務j状況報告書
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 長時間勤務報告
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度非常勤職員採用関係綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員任用 出納事務嘱託員
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 平成２９年度臨時職員採用関係綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 平成２９年度育休代替職員採用試験綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 平成２９年非常勤・臨時職員手当関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

賃金報酬事務における特定個人情報保護に関する任命
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

平成２９年度経理出納班事務分掌関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査（監査調書）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

特定個人情報に関する監査
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査関係 工事調書
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

道路美化対策業務委託関係綴 道路美化対策業務委託関係綴
県北広域本部総務部総
務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

随意契約情報公開資料等
（業務委託等随意契約に関する情報公開・管
理調達課）

県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

単価契約関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争参加資格確認申請書 （平成３０年度　設備運転監視等）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争参加資格確認申請書 （平成３０年度　空調設備保守点検）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争参加資格確認申請書 （平成３０年度　清掃）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

平成２９年度出納員、会計職員、検査員等任免関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

平成２９年度出納員、会計職員、検査員等引継関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 契約保証金（収入調定書）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書綴１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書３
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書４
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書５
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書６
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書７
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書８
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書９
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書綴２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１０
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１３
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書１４
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書　歳計外１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書　歳計外２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書綴３
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書綴４
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）３
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）４
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）５
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出証ひょう書（扶助費）６
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出整理表
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　収納未済・過誤納・支出未済・返納未済
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳入予算執行表
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　（歳計外・基金）予算執行表
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳入整理表・歳入歳出他現金受取整理表
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出予算執行表１
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出予算執行表２
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出予算執行表３
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出予算執行表４
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　歳出予算執行表５
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 戻入決定（口座振込の取消し）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 戻出決定書
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 戻入決定書
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査 会計課からの派遣依頼
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係（き損・亡失等）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 使用備品整理簿
県北広域本部総務部総
務課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品関係（不用決定等）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎・施設の管理
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度　環境関係綴り
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 業務報告書類
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 業務報告書類 マニフェスト
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 業務報告書類 設備運転、衛生管理、電気工作物等
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 廃棄処分関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 大規模災害発生時における総務課災害対応マニュアル
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度菊池総合庁舎等設備運転監視等業務委託
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度熊本県菊池総合庁舎清掃業務委託
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度熊本県菊池総合庁舎等空調設備保守点検業
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度熊本県菊池総合庁舎自家発電設備保守点検
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度熊本県菊池総合庁舎等消防設備保守点検等
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 行政文書廃棄処分業務
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度熊本県菊池総合庁舎等衛生管理業務委託
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度菊池総合庁舎等一般廃棄物処理業務
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度菊池総合庁舎等産業廃棄物処理業務
県北広域本部総務部総
務課長

2019 ３年      2022 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 会議室使用願い
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 キューネット関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 業務報告書類
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

行政財産使用許可
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

宿舎借上げに伴う物品のレンタルについて（伺い）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

自治法派遣職員受入れのための宿舎借上げについて
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

平成２９年度文書管理関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

平成２９年度文書管理関係２ （廃棄関係）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用品要求（管理調達課）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

本庁からの通知文（経理出納班綴）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他課からの通知、照会関係（総務班関係）
県北広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種起案
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２８年度歳入歳出決算関係 経理出納班分
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成28年度歳入歳出決算 県北広域管内分
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度レクリエーション
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度本部長表彰及び蒲島賞
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 第４８回衆議院議員総選挙
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

人事交流
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 水光熱費・ＮＨＫ受信料　支払い関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

平成２９年　講師等の源泉徴収票、支払調書等
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

個人番号（マイナンバー）確認票 Ｈ２９マイナンバー取扱状況記録表
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 144 023 出納に関する事項
債権債務者登録の管理に関す
る事項

あて名及び受領方法の申出書関係
県北広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路工事施行承認申請書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可申請書（免除）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

都市計画法第３２条
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可申請書（調定）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路損傷行為に対する原形復旧確認書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物許可申請
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用物件に係る工事届
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

砂防指定地内行為許可申請
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

河川法第２４・２６条許可申請
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

急傾斜地崩落危険区域内行為許可申請
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

特殊車両通行許可
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用協議書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

特殊車両通行許可協議書（自衛隊分）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙
県情文書庫(原
課1年)

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

河川占用許可更新
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙
県情文書庫(原
課1年)

県北広域本部総務部長 2017 001 006 002
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の審査基準等及び標準
処理期間設定

道路占用協議書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国有林無償貸付契約
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通規制協議
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

JR協議
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

施工歩掛・資材単価の見積
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

環境省協議
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

環境省協議
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川区域内作業届
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更認可上申
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更認可上申
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業説明会
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

行政財産使用許可
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

行政文書開示請求
県北広域本部土木部維
持管理課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

指名競争入札中止
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

身分証明書の交付
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

身分証明書の交付
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

菊池水防区減災対策協議会
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示請求
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用関係綴
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員関係綴
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係綴
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算令達
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

合志川水門管理委託契約（菊池市）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

護岸雑草処理業務委託
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

ミルクロード土地使用貸借契約
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙実績報告
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

官民境界確定協議書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

ロード・クリーン・ボランティア
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

災害応急活動証明書の交付
県北広域本部土木部維
持管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特殊車両通行許可申請書（自衛隊）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公文書（屋広）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度河川巡視報告書
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公文書（河川）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公文書（道路）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公文書（その他）
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 身分証明書交付
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 寄付申出
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 道路幅員証明願
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　違反屋外広告物簡易除却業務委託
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公文書（広告） 屋外広告物関係業務
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事一時中止通知
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと　マイ・リバー・サポート
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

空港地下道電気委託検査員任命
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域変更
県北広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

災害復旧事業　通知等　（河川課関係）
県北広域本部土木部技
術管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

災害復旧事業　災害報告・査定　（河川課関係）
県北広域本部土木部技
術管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設工事受注動態統計調査
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設工事施工統計調査
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設工事受注動態統計調査
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

平成２９年度組織改正に伴う文章 分掌事務の指定
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 012 組織、人事等に関する事項
職員の懲戒又は分限に関する
事項

勤務実績の改善を要する職員に対する研修・指導 職員に関する報告書
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 特例勤務割振り簿
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 特別休暇等請求書（紙決裁分）
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員の任用関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員の任用
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服類貸与関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査（土木部分）
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

会計
県北広域本部土木部技
術管理課長

2087 ５年      2092 廃棄 電子 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の処分
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

熊本県職員証明書関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

期成会関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県北広域本部（総務課等）からの通知等
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監理課からの通知等
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 他部局からの通知等
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土木技術管理課からの通知等
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 都市計画課・砂防・道路・建築　通知等
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土木部共通事務費関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事前登録 総合評価
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 他県からの派遣職員関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監理課予算
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車関係
県北広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

土砂災害防止法に係る基礎調査結果の公表
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

監督員変更
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

補償工事関係綴
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

各種申請等
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

身分証明書の交付について
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通止め伺い書／回答
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移設綴り
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路工事施行承認申請・占用申請
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

所管換え協議
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積依頼書
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中間前払金
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砂防指定地（外牧川）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

供用開始関する報道機関への情報提供
県北広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交差点協議書綴
県北広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業の実施に関すること
県北広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事に係る委託業務綴 代官橋タクシー送迎
県北広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

最新資材等単価への設計変更に係る協議 外牧川災関緊（砂防えん堤）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単品スライド条項に基づくスライド額に係る協議
県北広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

報告協議
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修に関すること
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求綴
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地使用貸借等に関する契約書（雨量局） 砂防情報基盤緊急整備事業
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

資格試験申込みに関する綴り
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明書（治水班）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

通知・照会（治水）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

通知・照会（治水）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

地籍調査成果の提供依頼
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

埋蔵文化財に関する事業照会
県北広域本部土木部工
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

砂防ボランティア身分証明書
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

電柱移転（治水班）
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 開発行為に伴う河川管理者等の協議・助言
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 供用開始
県北広域本部土木部工
務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 区域変更
県北広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 002 006
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

通達・依命通達の制定・改廃及
びその経緯

例規（用地補償）関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 002 006
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

通達・依命通達の制定・改廃及
びその経緯

用地取得マネジメント
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

業務委託関係 建物等調査委託
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

単道改　第１１９５-０-２０１号
和仁山鹿線単県道路改良事業工作物等調
査

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

防災安全（交通安全）　第１３０１-０-２０１号合併
方保田山鹿線防災安全交付金（交安）事業
建物等調査

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

広域連携（道路改築）第０３２５-０-２０１号
国道３２５号広域連携交付金（改築）事業建
物等調査

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 012 組織、人事等に関する事項
職員の懲戒又は分限に関する
事項

勤務実績の改善を要する職員に係る研修・指導等 研修指導
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 029 組織、人事等に関する事項
旅行命令及び復命（他項該当
外）に係る事項

会議・研修・復命書関係
課長会議、用地研修や各種会議関係文書
（復命書含む）

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤嘱託職員の任免関係 非常勤職員の任用・解職
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員の任命
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 特定の消耗品管理簿
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 021 会計に関する事項
会計検査院の会計検査に関す
る事項

定期監査・会計検査関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

用地対策課事前協議 取得標準地価格の認定・協議
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

不動産鑑定依頼関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

用地対策課事前協議 評価額の決定
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

税務署事前協議関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

転用農地関係 許可不要転用届
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 交渉日誌・用地説明会・境界立会記録等
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地境界立会依頼等
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌（鹿本） 工務
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌（鹿本） 維持
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
大津植木線活力創出基盤交付金（改築）工
事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 その他
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

契約変更 履行期限延長
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄付・無償譲与・交換関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番２７号竈門菰田山鹿線単県道路改良工事 第１３１５-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番２９号竈門菰田山鹿線単県道路改良工事 第１３１５-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番８０号熊本菊鹿線防災安全交付金（交通安全）工事 第１０３７-１-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
国道３２５号活力創出基盤交付金（改築）工
事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 二重峠菊池線防災・安全交付金（改築）工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番４６号津留鹿本線防災・安全交付金（改築）工事 第１１９７-１-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番４７号植木山鹿線防災・安全交付金（改築）工事 第１１１９-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番４９号植木山鹿線防災・安全交付金（改築）工事 第１１１９-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番５０号　菊池鹿北線単県道路改良工事 第１０１８-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番６６号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番６８号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番８１号熊本菊鹿線防災安全交付金（交通安全）工事 第１０３７-１-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番８２号熊本菊鹿線防災安全交付金（交通安全）工事 第１０３７-１-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番８８号和仁山鹿線単県道路改良工事 第１１９５-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番９１号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番６５号白川単県災害関連(起債)事業 第１７０１－０－３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番９０号熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)工事 第１０３７-１-３０４号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附・無償譲渡・交換関係 白川単県河川災害関連（起債）事業
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番８３号竈門菰田山鹿線単県道路改良事業 第１３１５-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１１０号和仁山鹿線単県道路改良事業 第１１９５-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１１３号和仁山鹿線単県道路改良事業 第１１９５-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１１６号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０４号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１１８号和仁山鹿線単県道路改良工事 第１１９５-０-３０４号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１１７号津留鹿本線防災・安全交付金（改築）工事 第１１９７-１-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１２０号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０５号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１２７号津留鹿本線防災・安全交付金（改築）工事 第１１９７-１-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１３１号竈門菰田山鹿線単県道路改良工事 第１３１５-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１３７号植木山鹿線単県橋りょう改築工事 第１１１９-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１３２号津留鹿本線防災・安全交付金（改築）工事 第１１９７-１-３０４号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１３８号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０６号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１４１号国道３２５号広域連携交付金（道路改築） 第０３２５-０-３０７号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１４６号和仁山鹿線単県道路改良工事 第１１９５-０-３０５号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
原植木線（伊坂橋）防災・安全交付金（改築）
工事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
大津植木線防災安全交付金（交通安全）工
事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 菊池赤水線単県道路改良工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 鯛生菊池線防災安全交付金(交通安全)工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１３６号和仁山鹿線単県災害防除（自然債）工事 第１１９５-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番155j号住吉熊本線広域連携交付金（道路改良） 第４－２９－１２５－０１５５号
県北広域本部土木部用
地課長

2057 ３０年    2087 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１５６号和仁山鹿線単県災害防除（自然債）事業 第１１９５-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１５７号和仁山鹿線単県災害防除（自然債）事業 第１１９５-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１６５号方保田山鹿線防災安全交付金（交通安全） 第１３０１-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附・無償譲与・交換関係 住吉熊本線広域連携交付金(道路改築)事業
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１６６号方保田山鹿線防災安全交付金（交通安全） 第１３０１-０-３０２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番162号住吉熊本線広域連携交付金(道路改築) 第４－２９－１２５－１６２号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１７０号熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全) 第１０３７-１-３０５号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 瀬田竜田線防災・安全交付金（改築）工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 瀬田熊本線単県道路改良工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 外牧川災害関連緊急砂防工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
国道３８７号防災安全交付金（交通安全）工
事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 矢護川単県河川災害関連（起債）工事
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
北外輪山大津線２８年発生道路災害復旧工
事

県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１７１号方保田山鹿線防災安全交付金（交通安全） 第１３０１-０-３０３号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１７４号岩野川単県自然債河川改良工事 第１８１９-０-３０１号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番２号国道３２５号防災安全交付金（交通安全）事業 第０３２５-０-３０４号
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係 申請書
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係 完了書
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記嘱託事務関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 007 財産又は物品に関する事項
用地取得に伴う登記の記録に
関する事項

登記不能処理 未登記対策に係る登記不能処理
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書等発行事務関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の管理 公用車の管理
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調査・報告関係 用地対策課からの各種調査及び報告
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の文書（通知・他の分類に属さない文書） 用地対策課以外からの報告関係等１
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の文書（通知・他の分類に属さない文書） 用地対策課以外からの報告関係等２
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の文書（通知・他の分類に属さない文書） 用地対策課以外からの報告関係等３
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の文書（照会、依頼等他の分類に属さない文書） 用地対策課以外からの調査関係等１
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他の文書（照会、依頼等他の分類に属さない文書） 用地対策課以外からの調査関係等２
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地取得マネジメント
県北広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

県の機関以外からの照会文書 国有財産用途指定財産の利用状況
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種依頼関係 抵当権・地役権抹消等
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

住基ネット関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

IT関係
県北広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村農振計画変更協議 事前協議、法定協議、軽微な変更
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

山鹿市農振計画変更協議 事前協議、法定協議
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

事業計画変更・取消・返納・買受適格証明
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用申請書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可 農地法第４条・５条
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用申請本庁案件 本庁案件進達
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特例償還関係綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農業制度資金利子補給費補助金交付関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ)
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ)　２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業経営改善促進資金（スーパーＳ)
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業改良資金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１ Ｈ28簿冊63
県北広域本部農業普及・
振興課長

2029 １０年    2039 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２ Ｈ28簿冊69
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

特例償還関係綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３ H28簿冊３４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2026 １０年    2036 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５ Ｈ２８簿冊６０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2031 １０年    2041 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１３ Ｈ２８簿冊７１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１４ Ｈ２８簿冊４５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１５ Ｈ２８簿冊７６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１６ Ｈ２８簿冊７２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2029 １０年    2039 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２５ Ｈ２８簿冊２４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２６ Ｈ２８簿冊５８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2031 １０年    2041 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２７ Ｈ２８簿冊７７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２８ Ｈ２８簿冊６４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2020 １０年    2030 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　２９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３１ H28簿冊51
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３２ H28簿冊52
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３３ H28簿冊5３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３４ H28簿冊5４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３５ H28簿冊5５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３６ H28簿冊5６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2031 １０年    2041 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３７ H28簿冊5７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2031 １０年    2041 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業負担軽減支援資金 Ｈ２８年度案件
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

畜産特別資金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３８ H28簿冊78
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　３９ H28簿冊7９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４０ H28簿冊３２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

畜産経営体質強化支援資金 H28年度貸付案件
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　４９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　55
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　５９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６５ Ｈ２８簿冊41
県北広域本部農業普及・
振興課長

2035 １０年    2045 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

畜産経営体質強化支援資金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６７ Ｈ２８簿冊７５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６７ Ｈ２８簿冊７５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　６９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７０ H28簿冊42
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

熊本県大家畜・養豚特別支援資金 個人別申請書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2037 １０年    2047 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７６ Ｈ２８簿冊４３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７８ Ｈ２８簿冊６５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　７９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2028 １０年    2038 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　　８７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　　８８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　８９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業負担軽減支援資金 報告関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９２ H28簿冊６６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2022 １０年    2032 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2032 １０年    2042 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

1048 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2024 １０年    2034 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2030 １０年    2040 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　９９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１００
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１０９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１５
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１８
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１１９
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２０
県北広域本部農業普及・
振興課長

2028 １０年    2038 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２１
県北広域本部農業普及・
振興課長

2028 １０年    2038 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２２
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２３
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２４
県北広域本部農業普及・
振興課長

2025 １０年    2035 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　125 H28簿冊31
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２６
県北広域本部農業普及・
振興課長

2033 １０年    2043 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金個人別申請書　１２７
県北広域本部農業普及・
振興課長

2023 １０年    2033 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

鳥獣被害防止対策　総記
県北広域本部農業普及・
振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

環境保全型農業総合支援事業 補助金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

攻めの園芸生産対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

果樹競争力強化推進事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

被災農業者向け経営体育成支援事業 震災復旧緊急対策経営体育成支援事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

国庫補助事業関係綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

経営体育成支援事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

担い手確保・経営強化支援事業（平成29年度補正予算
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 畜産クラスター
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域特産物産地づくり支援対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

家畜導入事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

とびだせトップグレード米戦略事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

放牧活用型草原等再生事業（放牧条件整備事業）
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

自給飼料増産対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと里モンプロジェクト推進事業綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等利用拡大支援事業（地下水関連）
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等生産拡大加速化事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

がまだせきくち！直売所復興応援プロジェクト
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

えこめ牛ロードマップ活動支援事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

「きくちの農畜産物を食べよう」業務委託関係 平成２９年度地域振興局政策調整事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

えづけSTOP!鳥獣被害対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

農業コンクール関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

農林水産業功労者表彰等関係綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

農山漁村女性活躍表彰
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

緊急病害虫防除対策 緊急病害虫防除対策
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

法人の運営改善・向上に向けた支援関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

1050 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町農業委員会農地転用担当者研修会 （菊池、玉名、山鹿管内）
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 Ｈ２８予算関係 支出関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

畜産関係文書 一般文書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

畜産関係文書 畜産環境対策
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 008 その他の事項
県の出資団体に係る提出書類
等に関する事項

通知又は報告に関する事項
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

家畜人工授精
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

家畜商
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

家畜人工授精・家畜商　一般文書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

植物防疫総記 植物防疫・病害虫防除関係文書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

関係機関との連携調整関係綴り
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

食品表示法関係綴
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

研修 普及指導員研修含む
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業気象
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

野菜振興
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

環境保全型農業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農政課長等会議
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

土壌肥料関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農協指導
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

表彰
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農大・農高関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜振興 H29年度野菜関係一般
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金雑件
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金　要項・要領等
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとふるさと食の名人
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 食育関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性農業者の育成
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性農業者等元気づくり事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 直売所・加工組織等
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 6次産業化関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 放牧・新規需要米関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興に関すること
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地利用型作物振興 主要農作物奨励品種決定現地試験調査
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別栽培農産物 有作くん
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫に関すること
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と土を育む農業推進関連事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶振興 茶振興
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地利用型作物振興 水稲・麦・大豆
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積に関する事 農地集積加速化事業等
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業生産工程管理（ＧＡＰ）関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国庫事業（産地パワーアップ事業）関係　手続き H29年度産地パワーアップ事業手続き
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国庫事業（産地パワーアップ事業）関係　総記 H29年度産地パワーアップ事業関係文書
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業推進モデル展示ほ設置関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 全国農業システム化研究会関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 露地野菜生産拡大対策事業関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年等就農資金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導計画関係
普及指導計画、実績報告、調査研究、普及
推進会議

県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認定農業者関係 認定農業者、市町担い手協議会
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域営農組織等の法人化支援
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指導農業士関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 菊池地方生活研究連絡協議会関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域農業サポーター関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 無人航空機防除関係 航空法
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域農業支援班雑件
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地利用型作物振興 種子生産対策
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産振興
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地利用型作物振興 米政策・経営所得安定対策
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 肉用牛改良
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農作業安全・農業機械
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 えこめ牛推進に関すること
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自給飼料
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪農に関すること
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 持続性の高い農業生産方式
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業法人関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業研究センター
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業者等
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹振興
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地産地消
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産共進会
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用
県情文書庫(原
課1年)

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H２９台風被害農産物生産復旧支援事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H２９台風被害生産施設復旧対策事業
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新たな担い手の確保及び定着支援について
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 スーパーＳ資金
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新規就農者関係
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪農振興
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権啓発研修
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域ビジョン検証 政令指定都市誕生
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業の農業参入
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車管理簿 車検、修理等
県北広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 役員就退任届　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 定款変更認可　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 定款変更認可　鹿本管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書（阿蘇管内） 定款変更・役員就退任・滞納処分・証明
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良財産の管理関係文書
国営造成施設管理受託者からの申請及び報
告

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 役員就退任届　玉名管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 滞納処分認可　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区関係文書 役員就退任届　鹿本管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

土地改良区関係文書 土地改良区検査　１／５　共通
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

土地改良区関係文書 土地改良区検査　５／５　阿蘇管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

土地改良区関係文書 土地改良区検査（玉名管内）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

大切畑ダム（ため池）関連施設情報連絡会
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成29年度　土地改良専門技術者等調査報告書 専門技術者、換地士
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

深迫ダム県営農地等災害復旧事業関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第７号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第８号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第９号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第１０号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池３地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第６号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池３地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第７号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池３地区農業水利施設保全合理化事業 他の行政機関、関係団体等との協議関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

堀川地区農業用特定管水路等特別対策事業 協議関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津久礼井手地区農業水利施設保全合理化事業 第３号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津久礼井手地区農業水利施設保全合理化事業 他の行政機関、関係団体等との協議関係
県北広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

馬場楠井手地区農村地域防災減災事業（ため池） １４号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

農業公園災害復旧事業第１号工事 （遊具施設）
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

馬場楠井手地区農村地域防災減災事業（ため池） 協議関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業 第１１号工事　他合併
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業 第１２号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上井手地区県営かんがい排水事業 第３０号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二下井手地区県営かんがい排水事業 第２号工事　他合併
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池３地区農業水利施設保全合理化事業 第８号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

馬場楠井手地区農村地域防災減災事業（ため池） 第１５号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

堀川地区農村地域防災減災事業（特定管） 第９号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

下井手地区県営かんがい排水事業 第２６号工事
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業 他の行政機関等との協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

下井手地区県営かんがい排水事業 他の行政機関等との協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上井手地区県営かんがい排水事業 他の行政機関との協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 坂梨・古城地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書
坂梨・古城地区　換地計画書等作成業務委
託

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第６号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第７号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

袈裟尾地区農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県実施計画　第0766-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

七城北部地区農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県実施計画　第0559-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

七城北部地区農業農村整備調査計画第２号業務委託 単県実施計画　第0559-0-202号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

加恵本村地区農業農村整備調査計画第1号業務委託 平成29年度　単県実施計画第0807-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第五阿蘇地区農業農村整備調査計画(単県実計)第1号 単県実施計画第0759-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

真木地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託 平成29年度　単県調査計画第0792-0-201等
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

旭志中央地区農業農村整備調査計画(単県実計)第１号 単県実施計画第0806-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 和水東部地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 川登地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 第二腹赤地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

花房中部２期地区換地業務委託 花房中部２期地区換地業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

花房中部２期地区換地関連業務委託 花房中部２期地区換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

両併西部地区換地関連業務委託 両併西部地区換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

両併西部地区換地業務委託 両併西部地区換地業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地ヒアリング関係
県営及び団体営（非補助含む）換地ヒアリン
グ関係

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 川登地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 和水東部地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 第二腹赤地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

山鹿西部地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県調査計画第0387－0－201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 南関東地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 南関西地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

堀川地区農村地域防災減災事業（特定管） 第１２号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

古川兵戸井手地区農村地域防災減災事業（ため池） 第７号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鷲巣地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県調査計画　第０８１３－０－２０１号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第８号業務委託　他合併
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池３地区農業水利施設保全合理化事業（Ｈ２８補正） 第７号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二南関地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県調査計画　第０７９４－０－２０１号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本（菊池）地区水利施設機能診断保全計画（保全合理 水利機能診断　第0819-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

下井手地区県営かんがい排水事業 第２号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

合生地区農業農村整備調査計画第１号業務委託 単県実施計画　第0431-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二下井手地区県営かんがい排水事業 第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

堀川地区農村地域防災減災事業（特定管） 第14号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本（県北）地区水利施設機能診断保全計画 （保全合理化）第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

下井手地区県営かんがい排水事業 第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 乙ヶ瀬地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 乙ヶ瀬地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

神崎・富新・明丑地区単県農業農村整備調査計画第１号 業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

八番・十番・大豊地区単県農業農村整備調査計画第１号 業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池Ａ地区農業水利施設保全合理化事業 第９号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

上沖洲地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平原地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

梅林地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 扇崎・大野下地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 南関東地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 南関西地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書
扇崎・大野下地区　換地計画書等作成業務
委託

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

上井手地区県営かんがい排水事業 第１号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

深迫地区単県災害査定設計委託第１号業務委託 査定設計委託　第0081-0-201号
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

馬場楠井手地区農村地域防災減災事業（ため池） 第１５号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

堀川地区農村地域防災減災事業（特定管） 第１５号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備調査費
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成３０年度農村地域防災減災事業(調査計画事業) 採択申請
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平原地区単県農業農村整備調査計画第２号業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 和水西部地区　換地計画書等作成業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関係文書 和水西部地区　換地関連業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

土地改良財産の分担金、負担金関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備事業関係綴 農村計画課関係
県北広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備事業管理計画
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金
県北広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

中山間地域サポート推進事業関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業
県北広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

県北地域補助工事等しゅん工確認検査業務委託
県北広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業関係綴り 補助金事務関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成27年度（ゼロ国債）農村地域防災減災事業関係綴 補助金事務関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業経営高度化支援事業関係綴
菊池市（花中２、菊池３、菊池A、南田島・佐
野）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度　地籍調査・認定・行程検査関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

迫井手地区経営体育成基盤整備事業 ソフト事業
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成30年度新規採択申請書等 事前評価調書、採択申請書等
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

人事課等主催研修会
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

公文書開示請求に関する協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度非常勤職員採用関係綴
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

用地補償関係文書 取得標準地価格協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地補償関係文書 印鑑証明書交付等依頼伺い
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償関係文書 検査員任命
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償関係文書 評価調書　１／　　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地改良区関係文書 土地改良区検査　４／５　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償関係文書 事業用地の寄附
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償関係文書 評価調書　１／　　（玉名管内）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償関係文書 評価調書　１／　　阿蘇管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

用地補償関係文書 抵当権抹消
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

用地補償関係文書 収用証明書の交付
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

土地改良財産の管理関係文書 深迫ダム管理委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

土地改良財産の管理関係文書 通知の受領及び照会への回答
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書 他目的使用許可
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書 道路及び河川の占用許可申請　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書
農地海岸の占用、保安区域指定事務関係文
書

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書 道路及び河川の占用許可申請（玉名管内）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書 道路及び河川の占用許可申請（阿蘇管内）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

土地改良財産の管理関係文書
海岸保全区域使用料の過誤納金の戻出につ
いて

県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産の管理関係文書
下井手堰地区災害　譲与契約（おおきく土改
区）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産の管理関係文書
平成二十四年災害　譲与契約（おおきく土改
区）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産の管理関係文書
南田島・佐野地区経営体　譲与契約（菊池
市）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産の管理関係文書
南田島・佐野地区経営体　譲与契約（泗水町
土改区）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産の管理関係文書
山鹿東地区（割石）ため池等整備　譲与契約
（山鹿市）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

土地改良区関係文書 各種証明　菊池管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

土地改良区関係文書 各種証明　鹿本管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

土地改良区関係文書 各種証明　玉名管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課関係文書綴
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

新採トレーナー関係綴り
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本県ふるさと・水と土保全対策事業 通知等
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

土地改良区関係文書 通知の受領及び照会への回答
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地等災害復旧事業関係綴り 一般文書等
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもと農地ＧＩＳ関係綴り
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

マイナンバー制度関係通知・照会
県北広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業基盤整備資金等の融資事務関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ため池一斉点検関係文書
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地関係通知等
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 換地関係文書 換地関係照会・報告その他雑件
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 換地関係文書 坂梨・古城地区　換地委員会・打合せ等記録
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
阿蘇やまなみ２期　大利工区　事業計画の変
更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
阿蘇やまなみ２期　荻岳工区　事業計画の変
更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
阿蘇やまなみ２期　茶臼塚工区　事業計画の
変更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
県営分田地区　事業計画（農業用用排水施
設）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書 県営分田地区　事業計画（暗渠排水）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
和水東部地区　上板楠工区　事業計画の変
更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書 県営第二腹赤地区　事業計画（区画整理）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
県営南関東地区事業計画変更（区画整理）
梅葉諏訪工区

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
県営扇崎・大野下地区土地改良事業変更
（区画整理）

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
山鹿・鹿央土地（維持管理計画）事業計画の
変更１／２

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
県営南関西地区事業計画変更（区画整理）
高久野工区

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書 乙ヶ瀬地区　事業計画の決定
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
和水東部地区　有山工区　　事業計画の変
更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
和水西部地区　小田工区　　事業計画の変
更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書 南関西地区（今工区）事業計画の変更
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書 団体営小倉地区　事業計画の変更
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
七城町土地改良区（維持管理計画）事業計
画の変更

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
深迫地区（ため池）災害復旧　事業計画の決
定

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
山鹿・鹿央土地（維持管理計画）事業計画の
変更２／２

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 002
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業の完了に関
する事項

土地改良法手続関係文書 工事の完了公告
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 換地処分に係る誤びゅう訂正
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 和水東部地区　山下換地区　換地処分
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 和水東部地区　日向換地区　換地処分
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書
和水東部地区　上板楠換地区　一時利用地
指定通知

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 川登地区　　一時利用地指定通知
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 創設換地関係 創設換地関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書
南関西地区（高久野工区）創設換地取得協
定

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 坂梨・古城地区　産ノ平換地区　換地処分
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 坂梨・古城地区　畑ヶ田換地区　換地処分
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 前提登記に関する文書　玉名管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 両併西部地区換地関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 花房中部２期地区換地関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文章 高久野換地区　一時利用指定通知
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 扇崎・大野下換地区　一時利用指定通知
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 土地改良事業施行（変更）届出書　阿蘇管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 土地改良事業施行（変更）届出書　玉名管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 南関西地区（今工区）創設換地取得協定
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地関係文書 前提登記に関する文書　阿蘇管内
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地処分 創設換地（和水東部地区有山換地区）
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

平成２９年度検査関係
県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事関係報告 退職願
県北広域本部農林水産
部長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内各種協議関係文書 作業協議・間伐協議
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内各種申請・届出関係文書 作業許可・間伐届・立木伐採届
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許更新
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許申請関係綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録申請書　綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可等申請綴り （新規　変更）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請関係　三和基礎
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書 スマートソーラー（株）　Ｄ工区
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

鳥獣捕獲許可　関係 県許可、市町村許可等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発変更許可届出書 ＧＳＳＥ
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 和水町　荒木企業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 南関町　悠悠ホーム
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為連絡調整に関する文書
大津町　国土交通省（立野ダム関連土捨て場
整備）

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為連絡調整に関する文書
大津町　国土交通省（立野ダム土捨場への
進入路整備）

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 山鹿市　山鹿植木線道路改築
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 菊池市　東和石油
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 菊池市　エナジーネクスト
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可に関する文書 南関町　（株）ブイシステム
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為連絡調整に関する文書 合志市　（菊池環境保全組合）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為連絡調整に関する文書
大津町　国土交通省　国道57号新設に伴う
貯木場造成

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

鳥獣関係各種届出
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 玉名市　本田産業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 菊池市　京町建設
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 南関町　悠悠ホーム
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 和水町　(株)イワシタ
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 山鹿市　ＧＳＳＥ　山鹿玉名Ｃ
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 大津町　自然電力
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 大津町　山佐産業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 玉名市　昭和工業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 南関町　熊本硅砂鉱業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 和水町　(有)荒木企業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 玉名市　子本運送
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 山鹿市　西日本土木(株)
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 菊池市　エナジーネクスト
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発届出書等綴り 菊池市　東和石油
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発変更届出書 熊本硅砂鉱業　兎谷採取場
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係(単県自然災７号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係(単県自然災１８号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（水森５号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（水森６号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（復旧2号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（水森1号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（林荒6号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業設計書 工事設計書関係（林荒7号）
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林整備事業設計書 工事設計書関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業立木補償綴 立木損失補償関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

総合評価（入札関係）資料
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

検査員一括任命関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度保安林整備事業計画概要書・実施計画書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

山鹿市蒲生コミュニティーセンター長期利用財産処分
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林整備地域活動支援交付金事業
計画・補助金交付申請・交付決定・実績報告
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業　林業専用道 合板・製材生産性強化対策事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

特用林産物施設化推進事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

熊本県学びの森活動推進事業
計画承認、補助金交付申請、交付決定、実
績報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

熊本県癒しの森整備支援事業
計画承認、補助金交付申請、交付決定、実
績報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

水とみどりの森づくり活動支援事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業
計画・補助金交付申請・交付決定・実績報告
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業（７月　繰越）
計画・補助金交付申請・交付決定・実績報告
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林業専用道(H28繰越分） 間伐等森林整備促進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度7月　造林補助金綴り
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業　７月申請　国予備費
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２８年度繰越補正（１１月）造林補助金交付申請書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林保全整備事業に係る経緯（菊池森林組合） 未申請箇所発生の原因と再発防止
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業　10月申請　国予備費
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

造林補助金返還(重複申請） 菊池森林組合
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林の転用（等）届出書　オリックス太陽光関係 菊池森林組合
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業(12月）繰越補正 平成29年度執行
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林環境保全整備事業（12月）国予備費
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成28年度（11月）繰越補正造林事業補助金申請書 No.2　H29実施　同意書・社保加入・提案書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成28年度（11月）繰越補正造林事業補助金申請書 No.３　事前検査
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度（2月）現年造林補助金等交付申請書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業帳票等 菊池森林組合提出分
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

地域林業担い手育成実践モデル事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林業労働災害防止プロジェクト事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

ふるさとの森林資源活用促進事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

豊かな森林づくり人材育成事業(就労環境改善推進事業
計画・補助金交付申請・交付決定・実績報告
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

造林関係事業しゅん工検査員任命伺い
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

豊かな森林づくり人材育成事業（女性林業担い手技能
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林業普及指導協力員活用事業
計画承認、補助金交付申請、交付決定、実
績報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林建連携林業機械導入支援事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林業・建設業等連携促進対策事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林建連携雇用創出促進対策事業 計画承認・進捗報告・実績報告等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

施業放置森林対策推進事業
計画・補助金交付申請・交付決定・実績報告
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林化促進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐材供給安定化緊急対策事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

たけのこ・竹材生産支援事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林病害虫等防除事業
計画承認・補助金交付申請・交付決定・実績
報告等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

民有林主伐・植栽一環作業システム推進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

木材利用普及啓発事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

シカ森林被害防止事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林造成促進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林建連携路網整備促進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

木とともに育つ環境整備事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

木材普及啓発事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道災害復旧事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

くまもとの木とふれあう木育推進事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

くまもとの森林利活用最大化事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

ウッドリノベーション事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

木を活かした景観づくり支援事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

造林補助金・針広混交林補助金返還関係綴り 相談・過去経緯など
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成30年度　緑の産業再生プロジェクト計画書 山鹿市　木場木材産業株式会社
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林補助金返還 熊本利水工業株式会社
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林補助金の返還 国土交通省　立野ダム関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林補助金返還 国道交通省　国道５７号線関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

鳥獣保護区更新等関係綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

単県治山事業関係綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県アライグマ防除体制強化事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県有害鳥獣被害対策事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県特定鳥獣適正管理事業
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

鳥獣保護区等指定に係る標識整備
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県北広域本部林務課関係事業説明会 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求関係 開示請求書~決定通知
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

緑の産業再生プロジェクト行政文書開示請求
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

鳥獣保護管理員委嘱状交付式関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

育休等代替臨時職員の採用等について 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

H30非常勤職員（森林土木嘱託員）の任用について 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服等の貸与 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

事務監査 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書管理関係 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

みどり推進関係一般文書 本庁からの簡易な通知等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然公園関係一般文書
県庁本課からの依頼・通知又は報告に関す
る文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林管理一般文書
県庁本課からの依頼・通知又は報告に関す
る文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業関係文書
県庁本課からの依頼、通知または報告に関
する文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林事業関係文書
県庁本課からの依頼、通知または報告に関
する文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課関係文書
県庁本課からの依頼、通知または報告に関
する文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道班関係文書
県庁本課からの依頼、通知または報告に関
する文書

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然環境保全業務関係綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 証紙消印実績報告書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土木部関係通知等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業研究指導所関係一般文書 本庁各課等からの簡易な通知、事務連絡等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手育成班関係一般文書（例規・基本計画） 県庁等からの例規・基本計画関係通知等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手育成班関係一般文書（通知・報告等） 本庁関係各課からの通知・照会等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導関係一般文書
県庁からの通知・照会及び普及指導区にお
ける研修等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合指導
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 美しい森づくり基盤整備交付金
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業金融一般 本庁各課等からの簡易な通知、事務連絡等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林務課総務関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林関係一般文書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産関係一般文書
本庁関係課等からの簡易な通知、事務連絡
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係 本庁関係課等からの通知、照会等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保護関係一般文書 本庁関係課等からの通知、照会等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 シカによる森林被害緊急対策事業
本庁関係課等からの簡易な通知、事務連絡
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林関係一般文書
本庁関係課等からの簡易な通知、事務連絡
等

県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林関係例規
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材関係一般文書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林・山村多面的機能発揮対策交付金 県庁からの例規・基本計画関係通知等
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農林水産政策課関係文書 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施設整備事業関係
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定増殖計画の認定等に関する事務取扱要領
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定間伐促進計画の協議等に関する事務取扱要領
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業種苗
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 機械・施設の達成状況調査及び利用状況調査
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定間伐促進計画 平成２９年度分　計画変更　H25簿冊綴
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備課（集約化・普及班）関係綴 一般文書
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森と担い手をつなぐ集約化促進事業 森の担い手認定
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森と担い手をつなぐ集約化促進事業 所有権移転あっせん
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定増殖事業変更認定申請 坂本信介氏
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発許可 履行状況調査
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車の管理関係文書 林務課
県北広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

不動産使用証明関係（県北） 申請書・証明書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人（保育所）定款変更関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当　諸変更届① 額改定・資格喪失 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当　諸変更届② 転入・転出・住所変更等 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 新規認定① 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 新規認定② 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 新規認定③ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 新規認定④ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 有期再認定① 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 有期再認定② 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 有期再認定③ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（玉名）特別児童扶養手当 県庁協議 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

〔鹿本・阿蘇〕特別児童扶養手当 有期再認定 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

〔鹿本・阿蘇〕【１】特別児童扶養手当 新規認定（却下） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

〔鹿本・阿蘇〕特別児童扶養手当諸届 額改定・資格喪失・住所変更等 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

〔鹿本・阿蘇〕特別児童扶養手当 県庁協議 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 新規認定（却下）　１ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 新規認定（却下）　２ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 有期再認定　１ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 有期再認定　２ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 各種届（額改定以外） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 額改定 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（菊池）特別児童扶養手当 県庁協議 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 障がい者関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

介護職員初任者研修関係 （各種届出） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

認可外保育施設指導監督基準適合証明 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更（高齢関係） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉充実計画承認関係 児童関係法人 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉充実計画承認関係 障がい関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

寄附金の税額控除に係る証明 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度社会福祉充実計画承認関係綴（社協） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉充実計画関係（高齢） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （菊池・合志） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （大津・菊陽） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （山鹿市） 県北広域本部福祉課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （阿蘇郡市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （荒尾市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （玉名市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （玉名郡） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人設置認可申請 児童福祉施設 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （荒尾市添付書類①） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届 （荒尾市添付書類②） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

老人保健施設許可事項等申請書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

〔鹿本・阿蘇〕【２】特別児童扶養手当 新規認定（却下） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

幼保連携型認定こども園設置認可申請書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

幼保連携型認定こども園設置認可申請書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

幼保連携型認定こども園設置認可申請書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

介護職員初任者研修事業者指定 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

幼保連携型認定こども園設置認可申請書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設関係諸届 施設長変更届・施設設備等変更届ほか 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉 事業所等変更届　１ 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉 事業所等変更届　２ 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉 事業所等変更届　３ 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉 事業所等変更届　４ 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

認可外保育施設各種届 設置届等 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書（児童関係） 保育所関係法人 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

第二種社会福祉事業開始届 生活困窮者に対する相談支援事業 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書（障がい関係） 玉名地域５法人 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保育所等定員変更関係 認可定員　利用定員 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書（障がい関係） 玉名地域以外７法人 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書（高齢関係）（その１） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書（高齢関係）（その２） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設関係 施設への通知、本庁への報告 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護老人保健施設実地指導関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護老人保健施設実地指導結果 定例１０施設 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設立入調査関係 実施通知、調査結果 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 本庁からの通知、実施計画等　【その１】 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 大津町（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

市町事務指導監査（菊池圏域） 実施通知、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 阿蘇郡（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

市町事務指導監査（阿蘇圏域） 実施通知、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 荒尾市（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

市町事務指導監査（玉名圏域） 実施通知、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 【玉名郡４町】（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

Ｈ２９年度社会福祉協議会指導監査 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知（３の１） 山鹿市（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知（３の３） 山鹿市（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知（３の２） 山鹿市（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 菊池市１（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 菊池市２（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 菊池市３（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 玉名市【１】（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

Ｈ２９保育所等指導監査（合志市）（３の１） 実施、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

Ｈ２９保育所等指導監査（合志市）（３の２の１） 実施、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

Ｈ２９保育所等指導監査（合志市）（３の３） 実施、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

Ｈ２９保育所等指導監査（合志市）（３の２の２） 実施、結果通知 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

特別児童扶養手当市町村事務取扱指導監査 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 玉名市【２】（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度社会福祉協議会指導監査結果 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成29年度　介護職員初任者研修実地指導 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

児童福祉法施行事務指導監査（山鹿市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 本庁からの通知、実施計画等　【その２】 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度町村社会福祉協議会現況報告書 その１ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度町村社会福祉協議会現況報告書 その２ 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

平成２９年度社会福祉法人現況報告書（児童関係） 合志市 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 菊陽町（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果通知 阿蘇市（監査資料等、結果通知） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

年賀寄付金配分申請に係る意見書 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

児童福祉補助金関係 産休等代替職員任用・補助金申請 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善等加算関係 申請書（荒尾市、玉名市、玉名郡４町） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善等加算関係 申請書（阿蘇郡市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善等加算関係 申請書（大津町） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善等加算関係 申請書（合志市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善等加算関係 申請書（山鹿市） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

処遇改善加算関係 申請書（菊池市、菊陽町） 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 貸付委員会関係 県北広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 在学確認等 県北広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金（償還関係） 調定・納入通知書発行、償還完了通知 県北広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金貸付（決定関係） 決定通知等 県北広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

生活保護関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

障がい者スポーツ関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療・介護連携推進事業 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

菊池地域療育ネットワーク会議 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

介護認定審査会関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

認知症対策関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

市町村支援関係綴（地域ｹｱ会議関係） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域リハビリテーション関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域包括支援センター機能強化関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

介護予防関係綴 （日常生活支援事業を含む） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

認定調査員研修関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

主治医研修関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

介護保険適正化事業等関係綴 （県からの通知等も含む） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

介護保険事業計画関係綴 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

児童虐待防止に関すること 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

民生委員・児童委員 一般研修会（玉名・山鹿） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度民生委員児童委員一般研修会 （菊池・阿蘇地域） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

平成２９年度行政文書開示請求関係（保健福祉班） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

民生委員・児童委員推薦解嘱関係 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

民生委員・児童委員 推薦進達、解嘱具申（玉名・山鹿） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度民生委員児童委員報酬支払 （菊池・阿蘇地域） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係 すまい再建支援員 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

母子父子寡婦福祉資金貸付委員会委員 任用推薦 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

職員の担当事務（福祉課） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分 不納欠損処分 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

遺族援護関係 出席伺い 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

家庭から暴力をなくすキャンペーン関係 県北広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

民生委員・児童委員 福祉行政報告例 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉法人運営指導関係（総括） 通知、調査 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

児童福祉関係調査・照会 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保育所等関係通知 本庁ほか県機関からの通知 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

民生委員・児童委員関係（活動助成費補助金） 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

生活保護関係通知・照会回答等 生活保護関係通知・照会回答等 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係 軽微な照会・通知 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

高齢関係通知等 県北広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

百歳高齢者関係 百歳高齢者・老人クラブ等 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

平成２９年度社会福祉協議会関係 総記 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当（総括） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワーク利用関係 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険事業所変更届（その１） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険事業所変更届（その２） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険事業所変更届（その３） 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 母子福祉関係総括 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 予算・服務・研修・照会等 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （庶務）時間外関係 定時退庁日等の報告 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健環境生活部業務概要・管内概要 作成依頼・回答 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査関係 調書作成・報告 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （庶務）災害待機・健康危機管理 照会・通知等 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護事業所事故報告 県北広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

健康食生活・食育の推進事業 食育推進検討会・食育関係
県北広域本部保健予防
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

看護学校等関係 講義等
県北広域本部保健予防
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

景観行政団体移行に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

1070 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

都市計画法・建築基準法等受付台帳
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路位置指定申請
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

住宅金融支援機構災害復興住宅等工事審査
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

確認申請書（建築物・工作物・設備）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2027 ５年      2032 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

完了検査申請書（建築物・工作物・設備）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2027 ５年      2032 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

計画通知書（建築物・工作物・設備）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2027 ５年      2032 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２８Ｎｏ．０２３）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２８Ｎｏ．０１６）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築基準法許認可等申請書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路位置指定申請書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．００１）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．００２）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．００３）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．００４）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２８Ｎｏ．０１８）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

予定建築物以外の建築物等許可申請（Ｈ２８．０１）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請（Ｈ２９　№５）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請（Ｈ２９　№０６）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．００９）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請（H29№6）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為協議書（Ｈ２９　№１２）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．０１３）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．０１８）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

省エネルギー法　消費性能適合性判定
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（Ｈ２９Ｎｏ．０９９河川協議）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発に関する文書（H29№96河川協議）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請（Ｈ２９－№１９）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請（Ｈ２９　№２１）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

遊戯施設関係
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為の廃止届（和水町総合グラウンド）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築基準法４３条但し書き許可申請綴
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為許可申請
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路位置指定申請
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

県条例認定等
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

都市計画法第43条1項の規定による建築許可
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

災害復興住宅融資における現場審査
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

都市計画法第42条1項ただし書の規定による建築許可
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

省エネ適判申請綴
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

仮設建築物許可
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

仮使用認定
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

定期調査報告書【建築物】
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

定期調査報告書【建築設備】
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

定期調査報告書【昇降機】
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

指定確認機関からの報告書（確認・完了）
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

やさしいまちづくり　条例事前協議書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例届出書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

定期調査報告【遊戯施設】
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

やさしいまちづくり条例　事前協議
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路位置指定事前協議
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例届出書（大規模行為）
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例届出書（景観形成地域）
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例届出書（特定施設）
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

開発行為に係る許可申請等【本庁進達】
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路位置指定事前協議
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

定期調査報告【建築物】００□-□-００□
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

違反建築物等の指導に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

違反建築防止週間に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

リサイクルパトロールに関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

建築物防災週間に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

遊戯施設関係綴り
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

建築士事務所の立入検査
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

違反建築パトロール・違反建築防止週間等
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

法務局への公用申請について
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

法務局への公用申請について
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

菊池市景観審議会関係
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求・決定に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開発登録簿交付申請書・確認台帳記載事項証明書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

建築確認台帳記載事項証明綴
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

職員 建築主事
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 営利企業等従事許可申請について
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

建築嘱託員任用関係
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員の任免 非常勤職員の任免
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 001 その他の事項 県民の相談に関する事項 開発許可制度の周知パンフレット
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県からの通知に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県からの照会・回答に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

照会回答に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

県の機関以外からの通知・照会・回答に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 月報・証紙実績報告
県北広域本部土木景観
建築第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 月報報告に関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 景観建築第一課からの通知
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

証紙関する文書
県北広域本部土木景観
建築第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 ３６協定
県北本部保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

大切畑事業候補地の検討処理方針 大切畑事業候補地の検討処理方針
県北広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

大切畑ダム権利者意向調査 権利者意向調査
県北広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地価格協議
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

不動産鑑定委託
県北広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
大切畑地区（幹線用水路）災害復旧　事業計
画の決定

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県北広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続関係文書
大切畑地区（ダム本体）災害復旧　事業計画
の決定

県北広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 008 組織、人事等に関する事項 退職に関する事項 退職手続関係 県南・芦北農林部長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理関係 県南・芦北農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理 県南・芦北農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

墓地経営許可申請書 （衛生環境課）
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故関係 衛生環境課
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品管理関係（保管転換） 衛生環境課
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

事務局職員等の就任依頼
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

名義後援関係 衛生環境課
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 高速道路利用伺簿（ETC） 衛生環境課
県南広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 ハラスメント関係
県南広域本部球磨地域
振興局長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

検査機器リース契約に関する文書 試験検査課
県南広域本部試験検査
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 備品管理及び要求に関する文書綴 試験検査課
県南広域本部試験検査
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次八代地域保健医療計画策定
県南広域本部総務企画
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

表彰関係
県南広域本部総務企画
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

所長兼業
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

H29年度　定期監査
県南広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

H２９　補職関係
県南広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

Ｈ２９　通知・照会①
県南広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

Ｈ２９　通知・照会②
県南広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広域本部会議・部例会 総務企画課
県南広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　災害救助関係綴 総務企画課
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健福祉環境部主要事業等
主要事業、広域本部運営方針、他課照会の
調整

県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権関係
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境関係
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年保護育成関係
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 やさしいまちづくり関係 ハートフルパス・ヘルプカード
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保険診療関係通知 総務企画課
県南広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

人材育成 新採トレーナー制度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度研修関係（第二班）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修・会議 通知・照会・回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

不動産取得税　実務研修会資料
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

地区税務協議会・地区法人会関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故報告
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 公務外出簿
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

新採トレーナー制度関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外報告
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員任用等
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 予算要求に関する事項 平成30年度当初
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算令達・経理関係 通知・照会・回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 018
予算、決算及び監査に関する事
項

包括外部監査に関する事項 包括外部監査関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 018
予算、決算及び監査に関する事
項

包括外部監査に関する事項 包括外部監査関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

複写機リース契約関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

複写機保守契約関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告書 免税軽油・狩猟税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 公用車管理関係 車検・修繕等
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 金庫内現金及び物品等管理
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 ＥＴＣコーポレートカード使用伺い
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

公用車運転日誌 軽５３す４７４７
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

公用車運転日誌 トヨタと３５２５
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

税務課通知照会等
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特定個人情報関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他課関係通知 通知・照会・回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県南広域本部関係 通知・照会・回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県南広域本部関係 通知・照会・回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 1年       2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他課関係通知 通知・照会・回答（総務事務センター等）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調定収入見込
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

税務基本方針・事務執行計画
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

税務課通知関連 一斉点検
県南広域本部総務部課
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自動車税減免関係通知
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 不動産取得税　県評価分価格決定通知
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 税務課通知関連
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県民税配当割交付金 本庁通知
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工場減免関係 本庁からの通知文綴
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 不動産取得税月報
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 不動産取得税賦課資料通知書 （人吉・球磨以外）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 税務署との協力関係文書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油使用者証免税証　紛失・返納届 八代・氷川
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油使用者証免税証　紛失・返納届 水俣・葦北
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油使用者証免税証　紛失・返納届 人吉・球磨
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税　免税証交付簿・委任状 八代
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　通常受付　【八代】①
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　通常受付　【八代】②
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　通常受付　【芦北】
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　通常受付　【球磨】
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油　新規・書換申請　【八代】
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油　新規・書換申請　【芦北】
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油　新規・書換申請　【球磨】
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【八代】① Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【八代】② Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【八代】③ Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【八代】④ Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【ひかわＳＳ】 Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【芦北】 Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【球磨】① Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【球磨】② Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税証交付申請書　集中受付　【球磨】③ Ｈ２９．４．１～
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税　免税証交付簿・委任状 芦北・球磨
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油　手数料領収簿
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 賦課決定調査 住民基本台帳ネットワークシステム関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 公用申請書等管理台帳・管理総括表
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 ４月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ４月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ４月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 ５月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ５月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ５月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 ６月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ６月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ６月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 ８月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ７月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ７月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 ９月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ９月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ９月課税分　①人吉市
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １０月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 １０月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １０月課税分①人吉市
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １１月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 １１月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １１月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １２月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 １２月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １２月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １月課税分　１人吉市
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 １月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　非課税・失格 ２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　非課税・失格 ３
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　３
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　４
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 特殊事例による減額・取消
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 用途非課税　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 用途非課税　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 用途非課税　　　　　　　３
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　7
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　市町村評価分 八代市・氷川町　　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　市町村評価分 八代市・氷川町　　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　市町村評価分 芦北・水俣地区
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　市町村評価分 人吉・球磨地区　　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　市町村評価分 人吉・球磨地区　　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ４月課税　　　　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ４月課税　　　　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ５月課税　　　　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ５月課税　　　　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ６月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ７月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税・自動車取得税減免申請書 ４月受付分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税・自動車取得税減免申請書 ５月受付分　　　　　　　　　１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税・自動車取得税減免申請書 ５月受付分　　　　　　　　　２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税・自動車取得税減免申請書 ６月受付分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税・自動車取得税減免申請書 ７月～受付分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　建築確認申請データ関係
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）各種通知文書等 平成２９年度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　非課税・失格
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与　継続分 平成29年度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与　完結分 平成29年度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　調定決議書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　徴収猶予決議書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油総括 免税証の無効処分等
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）　価格等照会 八代地区
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　総括
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　総括
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 定型的な非木造家屋に係る評価調書作成検討会
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人県民税　調定決議書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）土地区画整理事業 平成２９年度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ①
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ５月課税　　　　　　　　　　３
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ８月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（芦北・水俣地区）入力表 ８月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税更正・決定
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税総括
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ②
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ③
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ④
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ⑤
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ⑥
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　調定決議書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　随時 八代　ち～と、な～ま行
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ９月課税分　②球磨地区
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ８月課税分
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ⑦
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １０月課税分　②球磨地区
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税 調定決議書等
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 分譲業者等減額
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　　　　　５
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　賦課決定 住宅特例等減額　　　　　　　　　６
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） １月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 １月課税分　２球磨地区
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　照会回答
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　自動車保有者調査・路上抜取調査
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油　販売店調査　使用者調査
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　造成費控除額算定 平成３０年基準
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　農地一括贈与　一部確定分 平成29年度
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ２月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ３月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（人吉・球磨地区）入力表 ２月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（球磨村蔀入会林野）入力表 １月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ⑧
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県税特別措置条例（工場減免） ⑨
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １月課税　旧八代市　　①
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １月課税　旧八代市　　②
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） ９月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １０月課税　（旧八代郡・氷川町）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　承継（八代地区）入力表 １１月課税　（旧八代市）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）資料せん枚数整理簿
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）賦課資料通知書綴 （人吉市・球磨郡）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 災害減免相談等件数報告書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期失格（人吉市）あ行～た行 人吉市定期失格のつづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期失格（人吉市）な行～わ行 人吉市定期失格のつづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期課税（人吉市）あ行・か行 人吉市定期課税のつづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期課税（人吉市）さ行・た行 人吉市定期課税のつづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期課税（人吉市）な行・わ行 人吉市定期課税のつづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期失格　五木・山江・球磨村 五木・山江・球磨村の定期失格つづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　定期課税　五木・山江・球磨村 五木・山江・球磨村の定期課税つづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９　個人事業税　対象外農業　人吉・球磨 人吉球磨の対象外農業つづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９個人事業税　随時人吉・五木村・山江村・球磨村 随時と一年未満つづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 Ｈ２９個人事業税　医業失格　人吉市・球磨村 医業失格つづり
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　（球磨郡錦町）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　（球磨郡錦町）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　（球磨郡あさぎり町）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　（球磨郡あさぎり町）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　（球磨郡） 多良木町、湯前町、相良村、水上村
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　（球磨郡） 多良木町、湯前町、相良村、水上村
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期　対象外農業　（球磨郡）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　随時課税・失格　（球磨郡）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　随時　対象外　（球磨郡）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格 八代市（や行）、氷川町
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格 水俣市、芦北町、津奈木町
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税 水俣市
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税 芦北町、津奈木町
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税 八代市（や行）、氷川町
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　随時処理
八代市（や行）、氷川町、水俣市、芦北町、津
奈木町

県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 県たばこ税手持品課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業 氷川町、芦北すべて
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業 八代市（や行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書①
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書②
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書③
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書④
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑤
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑥
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑦
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑧
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑨
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑩
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑪
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑫
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑬
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑭
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑮
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税　納入申告書⑯・納付申告書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　調定決議書
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　八代市（あ行～さ）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 証紙消印記録簿 狩猟税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業　八代市（あ行～た）№１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　八代市（1年未満・し～た）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税　申告書 Ｎｏ．１
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　随時　八代市（あ行～た）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 狩猟税　申告書 Ｎｏ．２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（あ～え）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（お～こ）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（さ～た）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 地方消費税　市町村交付金
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 ゴルフ場利用税　市町村交付金
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業（あ行～た）№２
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業（あ行～た）№３
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税申告書（個人番号記載分）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 災害減免に係る相談記録簿
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 家屋評価調書（県評価分） １１月課税
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　八代市（ち～と・ま行） 一年未満・医業
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期失格　八代市（な～は行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（は行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（ま行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　定期課税　八代市（ち～な行） 医業
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業　八代市（ち～と）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業　八代市（な～は行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税　対象外農業　八代市（ま行）
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 平成２９年度不動産取得税（市町村評価）件数整理簿
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税課税保留中リスト
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税　非課税・失格 ４
県南広域本部総務部課
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

平成2９年度　事務執行計画書　綴 事務執行計画書
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

平成２９年度　滞納整理処理方針
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

個人県民税徴収強化計画（Ｈ３０～Ｈ３２）関係
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　公用申請・文書番号申請関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 各種財産調査・照会 特別対策班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 高額滞納整理状況報告
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押 即時取立以外Ｎｏ．１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押 即時取立以外Ｎｏ．２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押 即時Ｎｏ．２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押 即時No.1
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押 即時Ｎｏ．３
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金以外） Ｎｏ．１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金以外） No.2
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金以外） No.３
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未消込① 一班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未消込⑤ 一班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未消込④ 一班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未消込③ 一班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未消込② 一班
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 自動車税（督促・催告）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 各種通知返戻・公示送達
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交付要求
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金） Ｎｏ．１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金） Ｎｏ．２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金） Ｎｏ．３
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金） Ｎｏ．４
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成２９年度　調査関係綴（預金） Ｎｏ．５
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 自動車税返戻関係綴 №１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 自動車税返戻関係綴 №２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 平成29年度自動車税公示送達
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 執行停止の資力回復調査 （照会書・預金調査）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 本庁一斉預金調査関係他　（一班） 生年月日調査　他
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 相続関係
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 不納欠損関係綴り （除却関係書類）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 執行停止取消決議書
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 不納欠損関係綴り （除却関係書類）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 換価猶予（決定・取消）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．３
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．４
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．５
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 完結カード Ｎｏ．６
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．１
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．２
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．３
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．４
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．５
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．６
県南広域本部総務部収
税課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 釣銭資金保管簿　（手数料用）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用
県政情報文書
課書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 釣銭資金保管簿　（県税用）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用
県政情報文書
課書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交付要求解除
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 分納誓約書 Ｎｏ．７
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特別徴収事務取扱交付金 軽油引取税・産業廃棄物
県南広域本部総務部収
税課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

個人県民税市町村担当者会議 H28個人県民税決算に係る説明会
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

不動産公売関係（研修等） 市町村職員研修
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

市町村税務職員研修（不動産除く）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

市町村間併任徴収（併任グループ）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県が主催する研修会、説明会等
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県南地区個人住民税徴収向上対策連絡会議
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度　職場研修支援制度
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度職場研修支援制度による研修会
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

研修会、連絡会議等（他団体主催）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

自治大学校税務専門課程研修関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

滞納整理支援システム関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

県南広域本部専決事項について（収税課）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員（A)採用試験関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 019
予算、決算及び監査に関する事
項

県庁内部の調査（検証）に関す
る事項

平成２９年度県税事務指導
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

法規集の年間購読関係
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 個人県民税徴収取扱費
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２８年度個人県民税決算（精算）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 （手数料分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告書
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿・領収証書・手書き納付書他
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

市町村との共同文書催告
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

４８条徴収引継
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

市町村との併任徴収（県職員派遣）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（４月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（５月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（６月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（７月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（８月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（９月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（１０月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（１１月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（１２月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（１月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（２月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書（３月分）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

平成２９年度税務広報
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

照会・回答（市町村とのやり取り）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　個人情報保護関係綴
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの照会（税務関係）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

県の機関以外からの照会
県南広域本部総務部収
税課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度庶務関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度税務関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度調定収入見込み
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度滞納整理実施結果報告
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度危機管理関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　県税条例等関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計職員関係綴り
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度県税事務管理 （危機事案）
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用自動車管理
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

ＩＴインストラクター・パソコン保守関係
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 108 003 恩給等に関する事項 受給者の管理に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車税関係
県南広域本部総務部収
税課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

広域本部運営方針・重点取組・旗印等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進事業①
交付要件、協議資料、地域振興課からの通
知等

県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり助成金関係① 自治総合センター関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり助成金関係② 自治総合センター関係以外
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと地方創生塾（県南管内版）
県南広域本部総務部振
興課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生推進交付金 平成２９年度二次募集　総記
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生交付金 効果検証（加速化・推進　交付金）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進事業②（一次募集分） 内示・交付決定・実績報告
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進事業③（一次：坂本住協） 内示・交付決定・実績報告
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進事業④（一次：津奈木町） 内示・交付決定・実績報告
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進事業⑤（二次募集分） 内示・交付決定・実績報告
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

スクラムチャレンジ推進事業 内示・交付決定・実績報告
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生推進交付金 平成３０年度募集　総記
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生拠点整備交付金 平成２９年度募集　総記
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生拠点整備交付金 市町村施設設備計画（平成２９年度）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生推進交付金 市町村実施計画（平成３０年度１次）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地方創生拠点整備交付金 平成２９年度三次募集　総記
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事業に伴う許認可関係 道路占用許可、屋外広告物設置協議　等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

政策調整事業総括 事業計画策定等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業 掘り起し・アドバイザー派遣（県直接実施分）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

「ＦＭやつしろ」広報委託事業 平成２９年度広域本部政策調整事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域観光関係（１／２） 県南広域観光連携推進会議等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

「鮎やな食堂」広報支援事業 平成29年度地域振興局政策調整事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ＩＣＴを活用した観光案内作成事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

やつしろトマト＆パスタキャンペーン事業 平成29年度　地域振興局政策調整事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

インバウンド対応実践セミナー 平成29年度広域本部政策調整事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

交通行政 交通政策課からの通知・照会
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

日本遺産認定に向けた八代地域文化財魅力発信事業 地域づくりチャレンジ推進事業　県実施事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

八代妙見祭ユネスコ登録記念ＰＲ映像製作事業業務委託 平成29年度地域振興局政策調整事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域観光関係（２／２） 県南広域観光連携推進会議等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県南地域の鉄道を活用した観光キャンペーン実施事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

地域づくり夢チャレンジ推進事業⑥ 県知事表彰、県南広域本部長表彰関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 008 013
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の名義後援又は共催に関す
る事項

後援名義
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

観光庁長官講演会
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

八代市日本遺産関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除に関する文書 八代地域観光推進協議会・その他
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

広報 新聞寄稿等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広報・広聴関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各部からの通知・照会（１／２） （総務その他）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各部からの通知・照会（２／２） （総務その他）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地方創生 市町村課からの通知・照会等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

労働行政
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庁議・政策調整会議関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

企画振興部からの照会
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

課の総務・庶務関係 課の予算、決算、監査等
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会等（総務部） 復興基金（市町村課）含む
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

過疎地域自立促進計画関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

八代地域中山間地域農業支援プロジェクト関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会（情報企画課） ＯＡ推進関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　観光統計
県南広域本部総務部振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

平成29年度　物産振興関係 トマトフェスタ含む
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

地域づくり団体関係（火の国未来づくりネットワーク）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

五家荘・五木村振興関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

八代地域観光推進協議会関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

日奈久活性化関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

商工団体、中心市街地活性化関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

ＤＭＯやつしろ関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度観光関係①
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度観光関係②
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 八代妙見祭関連
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村課通知・照会
（市町村合併支援プラン、事務・権限移譲を
含む）

県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 文化振興関係（妙見祭除く）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと県南フードバレー構想関係①
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村の行財政に関する連絡調整
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度観光標識整備事業
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 八代市・氷川町・芦北町定住自立共生ビジョン関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地方創生市町村推進会議
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 やつしろ物流拠点構想（企業誘致含む）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと県南フードバレー構想関係②
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 インバウンド関係 （大型クルーズ船・八代港）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 インバウンド関係 （エア・その他）
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

市町村との人事交流
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

危機管理防災関係
県南広域本部総務部振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 001 001 県議会に関する事項
県議会への議案提出等に関す
る事項

テスト（研修）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度　研修関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 011 002
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

個人情報の開示請求に対する
決定及び経緯

情報公開・個人情報保護関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与関係 補職
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通安全関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

県南広域本部職員研修 （特定課題研修）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

人事課研修等
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

平成２９年度レクリエーションに関する事項
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 長時間勤務関係 ４５時間超、８０時間超分
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

衛生管理関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

賃金報酬関係 総記
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

賃金報酬関係 仕訳書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

賃金報酬関係 任用時提出書類
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 職員表彰関係 県南広域本部長表彰・感謝状贈呈関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 蒲島賞・本部長表彰関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 平成２９年度　歳入歳出決算
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平２９年度　会計事務検査
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

発注見通し情報の公表
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

一般競争入札（総合評価）関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工事代金等の代理受領関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工事現場立入点検関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

事務引継報告
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員・検査員の任命
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 現金出納簿・領収書綴（総務課）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（総務課）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 あて名及び代金の受領方法の申出書　Ｎｏ１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 支出調書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その３
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その４
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その５
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出　その６
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳入
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 予算執行表 歳出外・基金
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支払調書・源泉徴収票関係 （平成２９年分）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度取得　マイナンバー一覧 （支払調書・源泉徴収票関係）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　４月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　５月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　６月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　７月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　８月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　９月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　１０月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　１１月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　１２月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　１月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　３月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　報酬
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　報償費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　備品購入費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　負担金、補助金及び交付金
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　旅費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出負担行為　需用費　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　役務費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　役務費　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　交際費　食糧費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　保険料　公課費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　委託料　その１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　委託料　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　委託料　その３
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　使用料　その１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　使用料　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　工事請負費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　工事請負費　　　　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　公有財産　補償補填
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　扶助費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　扶助費　　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類
支出命令　契約保証金還付　災害見舞金公
金振替

県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類
支出命令　債権差押取立金　差押物件公売
代金　交付

県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 歳出整理表 その１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 歳出整理表 その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 歳入整理表・歳入歳出外現金　受払整理表
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出負担行為　需用費　その１
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出負担行為　その他
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 戻入・戻出
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 役務費
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 更正決定書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 小切手振出済通知受領書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 小切手用紙整理簿
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算令達通知書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算令達通知書　その２
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 特定個人情報に関する監査関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 資金前渡精算書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 収入調定書
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書類 支出命令　需用費　２月
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

行政財産
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の管理に関する事項 購入・廃棄・保管転換・き損・亡失他
県南広域本部総務部総
務課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の管理
物品管理（登録・保管転換・不用決定・廃棄
等）

県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関する事項 防火管理関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 エコオフィス関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理に関する事項 簡易水道法定点検
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 （通知等）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理委託関係 非常用電源保守点検業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 石油ガス（プロパンガス）契約
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 清掃業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 設備機器運転監視業務依託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 中水処理施設保守点検業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 特定建築物維持管理業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 消防設備保守点検業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 廃棄物収集・運搬業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係 産業廃棄物処分業務委託
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 本部長・総務部長宿舎の関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書管理関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

選挙関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

出前講座
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

旅費関係通知 （経理出納班担当分）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

三六協定関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度経理事務（調査・照会）関係綴り 各種調査・照会・通知他
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成２９年度管内イベント関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計課からの通知等 （条例・規則等を除く）
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要事業
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・照会・報告
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

インターンシップ関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

金庫管理関係
県南広域本部総務部総
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 004 003
申合せ又は基準の設定及びそ
の経緯

他地方公共団体に対する基準
の設定及び経緯

道路情報便覧更新作業
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

通行規制（道路占用関係）No.1
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

特殊車両通行許可協議（回答）№１
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

通行規制（道路占用関係）No.2
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

特殊車両通行許可協議（回答）№２
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

通行規制　No.３
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物掲出期間満了通知綴
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

河川法許可関係
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可NO.2
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可NO.３
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用許可NO.４
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

公有水面埋立関係
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物更新申請書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物表示・設置協議書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物表示・設置届出書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用（更新）許可
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路法第９１条土地形質変更等許可
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認（道路法第２４条）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№３
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№４
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

県道幅員証明願
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№５
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№６
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№７
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№８
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№９
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１０
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１１
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１２
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１３
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１４
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１５
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為同意書（都市計画法第３２条）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１６
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１７
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１８
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№１９
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２０
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２１
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２２
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２３
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２４
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２５
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２６
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２７
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請　№２８
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用（更新）許可NO.2
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用物件に係る工事届（その他）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

河川占用許可・地位承継届等 国土交通省
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

水利権関係 取水報告等
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用物件に係る工事届（ＮＴＴ分）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止届（九電分）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止届（ＮＴＴ分）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止届（その他分）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

着工届・しゅん工届（道路）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用物件に係る工事届（九電分）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用住所等変更届、承継届
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

河川占用者地位承継届、住所変更届
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

河川占用廃止届
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 道路関係　苦情・要望・協議NO.1
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 道路関係　苦情・要望・協議NO.２
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 道路損傷行為処理表
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

熊本地震に伴う八代市道の維持管理に関する協定
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

第２吉王丸踏切　ＪＲ協議 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議（その他） 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通規制 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

報道資料 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積り徴収 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更 防災班・施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通規制 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業説明会 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関との協議・その他 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事事故 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中間前払 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積り徴取 特別調査
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

災害復旧事業設計変更
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

他の行政機関との協議に関する文書 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議（JR） 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関協議（河川） 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

身分証明書 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

河川巡視結果報告
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

明治新田海岸堤防水門巡視点検日誌 八代平野南部土地改良区
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

大島樋門管理日誌 八代漁業協同組合
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

鏡川・野崎海岸水門等巡視点検日誌 八代市
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

水質事故関係
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

事故調査委員会関係 小川泉線（白岩戸隧道）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ロード・クリーン・ボランティア
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

マイ・リバー・サポート
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

道路ふれあい月間
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示 施設班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故報告 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

公物指導員等の任免
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度自家用電気工作物の保安管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度一般用電気工作物の保安管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度明治新田海岸堤水門管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度八千把水門管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度大島樋門管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成30年度鏡川・野崎海岸水門等管理業務委託
県南広域本部土木部維
持管理課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定（海岸占用料）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定 道路占用料
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定（河川占用料）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 督促状発行伺（河川、海岸占用料）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 督促状発行伺（道路占用料）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 納入通知書再発行伺い（道路占用料）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告書 砂利採取
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告書 屋広
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印記録簿 屋外広告物申請手数料
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙実績報告書 特殊車両通行許可申請手数料
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印記録簿 特殊車両通行許可申請手数料
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

官民境界確定書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

地籍調査に関する現地立会、成果認証等
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

国有林野貸付申請（期間満了更新）
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 015 財産又は物品に関する事項 財産管理（１９１～１９４該当外） 官民境界確認証明書
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

国有財産譲与契約変更関係
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 物品購入
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

河川関係　通知・照会・回答
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

港湾関係 照会・通知等
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

屋外広告物関係 照会・通知等
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

海岸関係 照会・通知等
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 道路関係　通知・照会・回答
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 違反広告物月報 屋外広告物巡視結果報告
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 道路関係　通知・照会・回答　Nｏ.2
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 035 その他の事項
公物又は公共物の管理瑕疵に
関する事項

道路事故関係 公物又は公共物の管理に関する事項
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 水防 防災班
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域決定・変更
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路供用開始
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 旧道引継
県南広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ１
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

進達文 水俣都市計画
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 10年      2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

進達文 交付金交付申請・都市計画事業
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 10年      2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村しゅん工確認検査 しゅん工確認検査（芦北）
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村しゅん工確認検査 しゅん工確認検査（球磨）
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村しゅん工確認検査 しゅん工確認検査（八代）
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ２
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ３
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ４
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ５
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ６
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ７
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ８
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ９
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ１０
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村設計審査 ＮＯ１１
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

小鶴原女木線の整備に関する八代市との覚書き締結依頼
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事故防止に関する通知
県南広域本部土木部技
術管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

災害関係 査定日程・資料
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

平成２９年度建設工事受注動態統計調査
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県南コンクリート構造物品質確保推進協議会
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

開催に関する文書
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

事故防止講習会
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

技術講習会
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

建設技術協会関係
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

建設技術協会関係 意見交換会
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 3年       2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務の免除の承認 職務専念義務の免除に関する文書
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員関係 土木部
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員任用
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 034 組織、人事等に関する事項 事務引継に関する事項 事務分掌に関する事 土木部事務分掌
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 予算の要求に関する文書 予算の供給に関する文書
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

電子複写機契約 白焼機
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

再リース契約関係 シュレッダー、カラープリンター
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度年間購読図書関係 追録・年間購読
県南広域本部土木部技
術管理課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 科目更正
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

土木部行政文書等廃棄関係
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

団体等からの依頼、要望等に関する事項
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事成績評定点検 工事成績
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事成績評定点検 工事成績　ＮＯ２
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 1年       2019 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

表彰関係
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

照会・回答
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害関係
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 阿蘇地域振興局職員支援
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 現場立入点検
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

検査員名簿
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

設計単価に関する業務
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

検査に関する業務
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

検査に関する業務 優良工事等表彰制度
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 30年      2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

総合評価に関すること
県南広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発許可関係
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

４３条ただし書き許可
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

現場審査申請書（住宅金融支援機構　災害復興住宅等）
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

県条例２２条ただし書き認定綴り
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

建築基準法第４２条１項５号道路位置指定
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

仮設建築物許可
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例に基づく届出について 1
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

やさしいまちづくり事前協議
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

不動産取得税課税資料提供関係
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

平成２９年度　定期報告
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

景観条例に基づく届出について ２
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

防災関係 防災査察等
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

パトロール（建築違反・リサイクル）
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

建築士事務所立入調査
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

景観行政セミナー
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

建築関係団体対応
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

建築主事の任命
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

建築確認台帳記載事項証明
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件 No.1
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

景観対策業務嘱託
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件 No.２
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建築行政月報
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建築物報告書（建築基準法第１２条５項）について
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 風営法に基づく許可に関する照会
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

証紙消印実績報告
県南広域本部土木部景
観建築課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

依頼文書
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

八代港臨港道路交通規制
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

道路班
県南広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

治水下水道班
県南広域本部土木部工
務課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

公有水面埋立 港湾班
県南広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

八代港（コンテナターミナル整備）関係
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

建設工事事故防止に関する文書
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

行政機関協議 交通規制
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年発生河川災害復旧工事 氷川
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転、マンホール高　調整　等
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２１９号防災安全交付金（交通安全）工事
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

郡築横手線防災安全交付金事業
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川協議 浚渫に伴う許可申請
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年災氷川災害復旧工事
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国土交通省　協議
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

協議（行政関係機関）
県南広域本部土木部工
務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

行政機関との協議
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中間前払金
県南広域本部土木部工
務課長

2028 １０年    2038 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中間前払金
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

治水・下水道班
県南広域本部土木部工
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求 情報開示
県南広域本部土木部工
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

見積徴取 設計単価
県南広域本部土木部工
務課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 140 002
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

流域下水道の維持管理に関す
る事項

流域下水道 流域下水道の管理運営
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 140 003
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

使用及び占用許可に関する事
項

流域下水道 熊本県道路占用許可
県南広域本部土木部工
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の休職等 県南広域本部土木部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤嘱託員関係 非常勤嘱託員採用関係
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地価格　事前協議
県南広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地買収に伴う他団体への依頼・協議に関する文書 （税務署協議を除く）
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

課税特例税務署事前協議
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

履行期限変更契約書綴
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

廃材処分費関係
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地鑑定評価
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附・所管換えに関する文書
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

不在者財産管理人申立関連
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 007 財産又は物品に関する事項
用地取得に伴う登記の記録に
関する事項

過年度未登記関係 未登記解消事務手続き
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

平成２９年度税制事務関係 （収用証明・許可不要転用届）
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書関係（通知・照会等）
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 005
文書及び公印の管理に関する
事項

公印の管理等に関する事項 公印等押印伺い 知事印・本部長印
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

用対連等からの文書
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地取得計画・執行状況報告
県南広域本部土木部用
地課長

2019 ３年      2022 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係
県南広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

農業振興地域整備計画
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 002
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の審査基準等及び標準
処理期間設定

食品表示法・食品表示基準等改訂 第８次～
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可 農地法第４条・第５条許可
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

事業計画変更承認
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用本庁案件進達
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

H29エコファーマー
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

農地転用許可に関する取下げ及び返戻
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

農地転用進捗状況報告督促
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

食品表示関係綴 巡回指導・合同監視関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業（補助金） 計画承認・交付決定・実績報告
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業に係る重点地区（継続地区） 各種通知・会議資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業に係る重点地区（松高） 各種通知・会議資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業に係る重点地区（南鹿野） 各種通知・会議資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域特産物産地づくり支援対策事業（総記） 県庁からの通知・照会・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業（総記） 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業（補助金） 計画承認・交付決定・実績報告等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと米・麦・大豆魅力発信事業 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業に係る重点地区（中大野） 各種通知・会議資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

農地集積加速化事業に係る重点地区（五反田） 各種通知・会議資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業改良資金貸付金償還関係 農業改良資金貸付金償還関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金利子補給承認
県南広域本部農業普及・
振興課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業負債整理関係資金
県南広域本部農業普及・
振興課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

経営所得安定対策
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

人・農地問題解決加速化事業（補助金） 計画承認・交付決定・実績報告
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

機構集積協力金交付事業（補助金） 各種照会・通知・県庁への進達に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

燃油価格高騰緊急対策事業 事業に係る通知・照会・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

攻めの園芸生産対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本型樹園地集積モデル事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

施設野菜安定生産緊急対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農支援連携会議 新規就農支援連携会議
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

企業の農業参入関係 企業の農業参入関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地産地消関係 地産地消関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

加工・直売グループ関係 加工・直売グループ関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業コンクールに関すること 農業コンクールに関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

えづけＳＴＯＰ！鳥獣被害対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

米政策に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要農作物奨励品種決定調査事業に関すること 事業の実施に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

米政策に関すること
地域農業再生協議会、各種通知、会議等に
関すること

県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業共済事業に関すること 通知・会議・各種情報等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

環境保全型農業直接支払事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

露地野菜生産拡大対策事業 露地野菜生産拡大対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

中山間地域事業関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

八代地域農産物輸出促進プロジェクト
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

環境保全型農業推進モデル展示ほ設置
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

イチゴ栽培交配用ミツバチ管理技術確立支援事業 広域本部政策調整費事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

青果物等の輸送手段等に関する調査
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

野菜産地システム化推進対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域本部政策調整事業 「県産畳（い製品）」輸出可能性調査業務委託
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとふるさと食の名人
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度直売所等販売力アップ連携体制支援事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

春の褒章.叙勲
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

野菜統計に関すること（野菜情報を含む）
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

花き振興に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

青年農業者クラブ
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

鳥獣被害防止対策事業 現地講習会
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故に関する事項
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

貸与被服の購入について
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印記録簿
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

年間購読について
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

文書管理関係 文書点検等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

茶業振興関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

主要農作物種子生産対策
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

無人航空機防除に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

庶務事務関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 004
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイル等の移管又は
廃棄の管理

文書管理関係 文書廃棄
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 001 その他の事項 県民の相談に関する事項 野菜振興協会八代支部
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 001 その他の事項 県民の相談に関する事項 平成２９年度食品表示相談事案 品質表示
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

八代地方農業振興協議会 八代地方農業振興協議会
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

各種団体からの照会、依頼等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

県南広域本部(八代)農林水産部ホームページ運用管理
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業経営者協議会・農業法人関係 農業経営者協議会・農業法人関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

H29農作業安全
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農大・農高等の連携・研修関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業くまもと・現地情報　綴
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

担い手関係 担い手関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業研究センター関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年食の安全・安心
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地理的表示
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

産地パワーアップ事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

補助支援事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

人権・同和研修に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

台風対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

OA関係綴
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもと県南フードバレー構想関係（照会等）
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広報関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

食品表示基準等 同基準、同基準について、同基準ＱＡ
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産振興 会議・研修・調査等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産環境 会議・研修・調査等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 飼料関係 会議・研修・調査等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫対策 会議・研修・調査等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 養蜂振興 会議・研修・調査等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 グリーン農業 総記
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性農業者等元気づくり事業
農業女性アドバイザー認定活動、男女共同
参画含む

県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施肥防除協会に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積（総記） 県庁からの通知・照会・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人・農地プラン関係（総記） 県庁からの通知・照会・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ふるさと・農地未来づくり運動（総記） 県本部からの通知・地域本部に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜価格安定対策事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産対策・振興
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣被害対策 会議・研修等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29　病害虫・農薬に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度果樹競争力強化推進事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米政策改革推進対策（総記） 県庁からの通知・照会・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地法・農振法関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29　種ばれいしょに関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要農産物生育状況調査 米、麦、大豆等各種調査に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 里モンプロジェクト推進事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水稲関係 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 麦類関係 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大豆関係 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普通作指導者会議 関係機関連携
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職員・普及指導員研修に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産予測調査事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農林漁業普及指導手当実績報告
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 い業振興に関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米加工・米粉関係 県庁からの通知・紹介・雑件等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜関係
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜振興
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年等就農資金
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹振興実績等調査について
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 廃プラスチック類処理対策について
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ６次産業化等 農産加工アドバイザー
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとふるさと食の名人認定
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域営農組織関係 県庁からの通知・照会・雑件
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29公用車
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ２０１７くまもと農業フェアに関すること
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜指定産地
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 備品
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導計画
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金（調査・報告等）
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 研修 案内通知、資料等
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県畜産統計 （H30年2月1日調査）
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度飼料米等利用拡大支援事業
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫関係 発生情報
県南広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

海岸保全区域占用許可 海岸保全区域占用許可
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区定款変更認可
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良区滞納処分認可
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

土地改良事業計画変更認可
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

土地改良区就退任届
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

土地改良区諸証明（役員資格、印鑑、その他）
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

農業基盤整備資金融資関係綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

土地改良区解散認可関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 八代地域農地海岸環境美化・保全活動 八代地域野内海岸環境美化・保全活動
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

土地改良区等検査
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

昭和地区経営体育成基盤整備事業第１９号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

発注・入札事務関係手続き等
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

平成３０年度工区分割（Ｈ２９年３月） 整備班
県南広域本部農地整備
課長

2019 ３０年    2049 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第２号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第３号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工区分割 海岸保全、湛水防除ほか
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業第１８号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業第２０号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県海岸樋門等維持管理事業 １～８号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業予算関係綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業第５号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鏡町塩浜地区経営体育成基盤整備事業 第８号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

Ｈ２９年度工区分割 整備班
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

文政地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 見積徴収（施設機械）
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

経営体育成基盤整備事業協議関係綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

貝洲地区経営体育成基盤整備事業 第１号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

貝洲地区経営体育成基盤整備事業 第２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二郡築地区排水対策特別事業 第５号工事（上屋建築）
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

郡築地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 第４号工事（コンクリート補修）
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第３号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第４号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第５号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第６号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第７号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

文政地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第１号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

文政地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第２２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

八代海岸地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第１号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

海岸保全事業予算関係 予算要求ほか
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

八代海岸地区地域密着型農業基盤整備第1号工事 八代海岸地区
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第１２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第６号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第２４号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第８号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第９号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

八代海岸地区地域密着型農業基盤整備第２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

氷川下流地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 第３号工事設計書
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二郡築地区排水対策特別事業 第１号工事(下部工事)
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

昭和地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第２５号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業第７号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業（Ｈ２９耕作条件） 第８号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業 第９号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業 第１０号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

両出地区経営体育成基盤整備事業 第１１号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

熊本県農業農村整備事業相談連絡員
県南広域本部農地整備
課長

2027 １０年    2037 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二郡築地区排水対策特別事業第４号工事他合併 （水門扉設備製作据付）
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二郡築地区排水対策特別事業第２号工事他合併 （排水ポンプ設備製作据付）
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二郡築地区排水対策特別事業 第６号工事（場内整備）
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第４号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第５号工事　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

氷川下流地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 見積もり綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

金剛地区農村地域防災減災事業（海岸保全）第２号工事
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

文政地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第３号工事
県南広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

氷川下流地区基幹水利施設ストックマネジメント事業計 計画変更
県南広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大久保地区畑総第５０２号（換地関連業務委託）
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） H28補正第２号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本（県南）地区農村地域防災減災事業（調査） Ｈ28補正第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

上原田地区畑作振興用水源等調査第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第８号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二郡築地区排水対策特別事業 第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

野崎排水機場工事三者協議会委託業務第４号
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業第２号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業第７１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業第７１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

岩野地区農業農村整備実施計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国見地区農業農村整備事業実施計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣地区農業農村整備実施計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大久保地区畑総第７０号業務委託（明許） 換地計画書等作成業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

金剛地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第１号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

古閑浜地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鮎之瀬地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦水地区中山間地域総合整備事業第５０１号
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

上原田地区農業農村整備事業実施計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第３号業務委託H28補正
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

高原地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本（八代）地区水利施設機能診断保全計画 （保全合理化）第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第９号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

津口・芝口地区農業農村整備調査計画（単県実計） 第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業 第３号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１３号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦水地区中山間地域総合整備事業第７１号業務委託 中小場工区・南袋工区・宮浦工区
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

金剛地区単県農業農村整備調査計画第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業 第４号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

金剛地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第２号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和鹿島海岸農村地域防災減災事業（海岸保全） 第１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１０号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１１号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

貝洲地区経営体育成基盤整備事業 第４号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

両出地区経営体育成基盤整備事業 第20号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

昭和地区経営体育成基盤整備事業 第34号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第３号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二郡築地区排水対策特別事業 第３号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

野崎地区農村地域防災減災事業（湛防） 第６号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

県南地区農村地域防災減災事業（調査）Ｈ28補正 第２号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

氷川下流地区基幹水利ストックマネジメント事業 第４号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

氷川下流地区基幹水利ストックマネジメント事業 第５号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二郡築地区排水対策特別事業 第４号業務委託（建築工事監理業務委託）
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

県南地区農村地域防災減災事業（調査）Ｈ28補正 第３号業務委託他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二郡築地区排水対策特別事業 第５号業務委託（場内整備設計）
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

竜北地区農村地域防災減災事業（湛防） 第１５号業務委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

文政地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第３号業務委託　他合併
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

昭和地区経営体育成基盤整備事業第35号業務委託 設計書
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

昭和排水機場工事三者協議会委託業務第１号
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

H29土地改良事業農家負担金の公庫借入に伴う調査
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業経営高度化支援事業
県南広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

団体営・国営造成施設管理体制整備促進事業
県南広域本部農地整備
課長

2023 ５年      2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

団体営・農業基盤整備促進事業
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

畑作振興用水源等調査 割当、協定等
県南広域本部農地整備
課長

2022 ５年      2027 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

団体営（単県）農業農村整備推進交付金事業
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業工事等確認検査
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営・地籍調査事業関係綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

用地補償検査員任命
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

公用登記付属書類の無料交付書綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

公用登記付属書類の無料交付書綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地関係諸手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

取得標準地価格に伴う協議
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

３条資格者照会
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

H29収用証明書関係綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

錦南部５期地区農道整備事業（基幹農道）に伴う手続き
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

第二多良木地区農業水利施設保全合理化事業
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

（根）抵当権抹消依頼綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産管理関係 県有土地改良財産管理状況報告
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産管理関係 占用関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 5年       2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産管理関係 清願寺ダム関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 5年       2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産管理関係 国有土地改良財産管理状況報告
県南広域本部農地整備
課長

2018 5年       2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

野崎地区経営体育成基盤整備事業管理委託 排水路
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

両出地区経営体育成基盤整備事業管理委託 排水路
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

両出地区経営体育成基盤整備事業管理委託 用水路
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

官民境界立会協議書 境界立会証明
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

国営土地改良財産他目的使用承認
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

県営土地改良財産他目的使用承認
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

土地改良財産譲与 土地改良財産譲与
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 016 財産又は物品に関する事項
重要構造物等の譲与又は交換
に関する事項

八代平野地区かんがい排水事業所有権移転 県有土地改良財産の譲与
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 年間購読綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農村計画課からの照会通知等文書 調査計画班関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庁内通知・照会関係 庁内通知・照会文書
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会関係（管理班） 国営法手続き関係（川辺川）
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会関係（管理班） 土地改良区関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会関係（管理班） 財産管理関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会関係（管理班） 換地関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 1年       2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地整備課からの照会通知等 農地資源班、水資源農道班、防災班関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農林水産政策課からの通知等
農林水産業振興補助金等交付要項一部改
正

県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

土木部からの照会通知等
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県以外の機関からの照会通知等
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課から照会通知等
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農村計画課からの照会通知等文書 農村企画班・国営事業対策室関係
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

むらづくり課からの照会・通知等文書 多面的機能支払・ふるさと水・中山間支援等
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課からの照会通知等文書 設計・積算基準関連（積算システム含む）
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもと農地ＧＩＳ関係綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農林水産政策課他からの照会通知等文書 土木部その他課関連
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

事業管理計画（県南・芦北・球磨）
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地集積関係綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

多面的機能支払交付金関係綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知及び照会等綴り
県南広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

芦水地区南袋工区土地改良事業変更計画法手続き
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

芦水地区中小場工区土地改良事業変更計画法手続き
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

芦水地区宮浦工区土地改良事業変更計画法手続き
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

第一湯前地区土地改良事業（暗渠排水）計画変更法手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

県営七浦地区土地改良事業変更計画法手続き 天月・大川内・上木場工区
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

七浦地区土地改良事業法手続き 梅ノ木・小田浦・大尼田工区
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

芦水地区湯治工区計画変更法手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

芦水地区湯治山工区計画変更法手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良専門技術者委託
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

古閑浜地区新規法手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

金剛地区新規法手続
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 132 002
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業の完了に関
する事項

県営七浦地区土地改良事業工事完了報告 寺川内工区
県南広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 七浦地区（深川換地区）の換地処分登記に関すること 登記識別情報通知等
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 大久保地区の換地処分に関すること
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 芦水地区（宮浦工区）の換地処分に関すること
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 芦水地区換地業務委託に係る前提登記 中小場・南袋・宮浦工区
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 貝洲地区経営体育成基盤整備事業に伴う換地委託業務綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 貝洲地区経営体育成基盤整備事業に伴う換地委託業務綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

見積り綴 経営体育成基盤整備事業
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

平成29年度農林水産部建設工事総合評価方式関係綴
県南広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 新規
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 再交付・書換・総トン数決定
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 謄本・抹消
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 許可・認定・照会・報告等
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

遊漁船業関係 登録関係・捜査照会等
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 漁船検認
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

漁船登録等　証紙消印記録簿
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

平成２９年度　沿岸漁業改善資金
県南広域本部農林水産
部水産課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度水産基盤整備交付金（漁港漁場整備分）
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水産基盤整備関係　雑件
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

漁村における「うみ・ひと・しごと」づくり推進事業 稼げる水産業づくり事業
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

魚類養殖関係 海面・内水面・医薬品巡回指導
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

漁業士会関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

浜の活力再生プラン関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ノリ養殖関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就業者支援事業関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

流通・加工関係綴り
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

資源管理計画
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

保護水面関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

アサリ関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

アオノリ関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

資源管理協議会関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係綴り
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 035 組織、人事等に関する事項 被服の貸与記録に関する事項 被覆貸与関係
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 各課共用書庫

県南広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 庶務雑件 物品購入
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

普及事業
県南広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 006 組織、人事等に関する事項 再任用に関する事項 再任用
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 008 組織、人事等に関する事項 退職に関する事項 退職 退職
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事評価 人事評価
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３０年    2048 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事 人事
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

昇給昇格
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

昇給昇格
県南広域本部農林水産
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

平成２９年度鳥獣保護区更新及び特例休猟区指定関係
第１１次関係（河俣小鳥獣保護区、市の俣特
例休猟区）

県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

平成30年度　治山事業計画概要書綴り
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

「第2次防災林業経営施設整備計画」及び「変更計画」 計画期間：平成29年度～平成31年度
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

市町村森林整備計画（樹立）関係 球磨川地域森林計画区
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

保安林違反案件 八代市泉町葉木
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

保安林違反案件 八代市坂本町鮎帰
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

保安林違反案件 八代市泉町仁田尾字黒原
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

保安林違反案件 水俣市大迫字要迫（湯の児）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

自然公園許認可
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

自然公園許認可
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許・更新関係　（申請関係書類）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内間伐届出
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業協議、立木伐採協議
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内立木伐採許可
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内立木伐採届出
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為特定承継届出書 葦北郡芦北町大字市野瀬(石灰石の採取)
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為代表者等変更届出書
八代市坂本町西部ろ字炭焼(産廃最終処分
場の造成)

県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録申請関係 （狩猟税関係含む）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為変更届出書 八代市二見赤松町字流合　(土石等の採取)
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為変更届出書 八代市二見赤松町字菅ノ谷　(土石の採取)
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書
太陽光発電施設の建設（水俣市長崎字曲
女）

県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書 太陽光発電施設の設置（水俣市葛渡）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

鳥獣保護区等における制札設置に係る占用許可関係
八代指定猟法禁止区域（鉛弾）、球磨川河口
鳥獣保護区

県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発変更届出書 八代市泉町下岳字紺太郎（石灰石の採取）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

鳥獣の捕獲等における許可申請 （県許可）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為協議書 道路建設（国道４４５号道路改築事業）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

狩猟免状・狩猟登録に関する届出
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林台帳(水俣市H29） 水俣市宝川内字新屋敷６６３ほか１字６４筆
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林台帳(芦北町H29）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林台帳(水俣市H29）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林台帳(芦北町No.292） 葦北郡芦北町大尼田字中道3-1
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定調書 八代市坂本町中谷い字本田3844ほか513筆
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定 八代市坂本町深水い字日當986ほか3字69筆
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定 八代市坂本町西部は字松ノ平72-1ほか2筆
県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【単県・国嵩上】林建連携路網整備促進事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【非公共】間伐等森林整備促進対策事業 H28実績報告のみ
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【単県】民有林主伐・植栽一貫作業システム推進事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【水森税・国嵩上】森林造成促進事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【水森税・国嵩上・単県】シカ森林被害防止事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【水森税・単県】針広混交林化促進事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【森税・県単独】熊本県癒しの森整備支援事業 事業主体　八代市泉支所
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

単県治山事業 市町村営
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

【水森税・単県】森づくり活動支援事業(団体等）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

単県林道
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

自然公園等施設リニューアル事業 一般文書（事業計画等）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　九州自然歩道清掃管理委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　県有公園施設清掃管理委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木見積関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業実施綴り
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業に係る許認可関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山事業 県営
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

施設災残事業調査関係綴 平成28年度査定箇所対象
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（5月）繰越　造林事業補助金等交付申請 （環境林）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（5月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 （通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（6月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 （通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

【県単価表】公共造林県単価表
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

【県例規】造林（公共・水森税・単県）関係事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県営林道事業実施関係 実施通知等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

【国・県例規】種苗関係事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（8月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 （通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（10月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 （通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園等施設リニューアル事業第１号工事 八代市泉町樅木（樅木園地内）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（9月）繰越　造林事業補助金等交付申請 （公的）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（9月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 （通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（11月）繰越予備　造林事業補助金等交付申請 （国予備費）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

総合評価入札方式関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然環境保全地域（無田湿原）保全対策事業 第１号業務委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業損失補償（立木補償等）関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度　治山事業実施計画書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（12月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 事業主体　八代市（通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（12月）繰越　造林事業補助金等交付申請 事業主体　林業公社（通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然環境保全地域（無田湿原）保全対策事業 第２号業務委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然環境保全事業（無田湿原） 事業実施に係る文化財現状変更許可申請
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28（2月）繰越補正　造林事業補助金等交付申請 (通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29（2月）現年　造林事業補助金等交付申請 事業主体　林業公社ほか(通常）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度　九州自然歩道清掃管理委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度　県有公園施設清掃管理委託
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

林道事業進捗状況報告 進捗状況報告
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

治山台帳（保安林整備事業） Ｈ２８年度県営治山事業（保安林整備事業）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

治山台帳
Ｈ２８年度竣工県営治山事業（保安林整備事
業除く）

県南広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

県営林道事業（事業実施） 許認可等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業 事業計画変更
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村営林道事業関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林林業木材産業基盤整備交付金関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

補助工事検査関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道事業しゅん工確認検査関係綴 林道災害、市町村営林道事業含む
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】施業放置森林対策推進事業関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】県有林整備　事業関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】県有林整備　一般文書つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H30】県有林事業予定計画書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県特定鳥獣適正管理事業 （補助金申請関係）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森林整備地域活動支援交付金事業申請　綴 （補助申請関係書類）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】保安林整備事業関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森林病害虫等防除事業　綴 芦北町：樹幹注入
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業・建設業等連携促進対策事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

金融関係 木材産業等高度化推進資金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業労働力の確保に関する法律に基づく改善計画 認定事業体関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業労働災害防止プロジェクト事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林構事業達成状況・利用状況報告
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

豊かな森づくり人材育成事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域林業担い手育成実践モデル事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

緑の産業再生プロジェクト促進事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木材利用普及啓発事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの森林利活用最大化事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1116 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業・木材産業改善資金 金融
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域本部推進費関係綴 「屋根型（欧州型）道づくり」勉強会
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの木とふれあう木育推進事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林構事業により取得した機械施設の処分 製材機械処分関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業・木材産業振興施設等整備事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県林業・木材産業生産性強化対策事業 補助金
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】指導林家及び青年林業士推薦関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

八代地域森林整備連絡会議 市町村よりそいプログラム
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H30】保安林整備事業実施計画書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【H29】治山事業に係る県有林土地使用申請
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

森林土木労働安全衛生研修会
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県南広域本部研修
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求関係 治山事業に係る開示請求及び決定の文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 【H29】県有林収入調定関係つづり 土地貸付料
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙関係　（四半期実績・証紙消印記録簿）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成３０年度　年間購読
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

文書管理業務綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 018 005
文書及び公印の管理に関する
事項

公印の管理等に関する事項 公印の事前押印について
法務局及び関係市町村への各種申請書の事
前押印

県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保安林管理一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林業担い手・特産振興班関係 一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもと木材利活用推進班関係 一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

アスベスト使用実態調査関係 （調査対象）治山関係事業
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

保安林管理一般文書 地籍調査関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林政庶務文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】林業普及月報つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】県有林巡視員関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】林業研究指導所関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】森林組合関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】森林集約化・普及班関係一般文書つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】森と担い手をつなぐ集約化促進事業関係つづ
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H29】八代地域林業研究・普及連絡協議会関係つづ
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護管理員関係 委嘱、報告書、内申、表彰等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木工事各種基準・規定関係綴 通知・報告文書含む
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 狩猟免許試験・更新関係一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備地域活動支援交付金事業一般文書　綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画一般文書　綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護・狩猟関係一般文書　綴（№１）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり保全班（緑化・林野火災）一般文書　綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産・樹芸緑化　関係文書綴 一般文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水とみどりの森づくり税事業　関係綴 一般文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林・間伐事業　関係綴 一般文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業種苗事業　関係綴 一般文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林病害虫関係一般文書　綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業一般文書綴り 一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野鳥保護・狩猟に関する指導取締 春季・狩猟解禁日パトロールほか
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課関係一般文書 自然保護、自然公園関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然環境保全事業（無田湿原） 一般文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理委託 一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木研修関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林・山村多面的機能発揮対策交付金綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 山地災害危険地区関係綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林経営計画進捗状況報告
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業進捗状況報告綴り
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高病原性鳥インフルエンザ（サーベイランス関係）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業一般文書綴り 通知・照会・依頼等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林関係一般文書
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材利用状況調査 治山・林道
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業一般文書綴り 市町への通知関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山林道研究会関係
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林標識設置 保安林標識の設置に係る文書等
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保険　綴
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林損失補償
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 シカ被害プロット調査
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護・狩猟関係一般文書　綴（№２）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【H30】県有林巡視員内申関係つづり
県南広域本部農林水産
部林務課長

2019 ３年      2022 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣捕獲許可証交付通知 （八代市、氷川町、自然保護課通知）
県南広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 障がい関係 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 社会福祉協議会 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 各種変更 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 資格喪失 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 新規認定No.1 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 却下・取下げ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登録免許税不動産使用証明（児童） 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届（一括決裁以降分） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登録免許税不動産使用証明（社協） 申請書受理、証明書発行 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 高齢者施設関係 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 支払差止報告 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 協議　No.1 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 有期再認定No.1 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 額改定 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務 （社会福祉協議会） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届（八代市・12276～） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届（氷川町・芦北圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届（球磨圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 所得状況届（八代市・18310～） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登録免許税不動産使用証明（児童） 芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 新規認定No.２ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 有期再認定No.２ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　過払・返納 通知書作成依頼、債権消滅 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

基本財産の処分 児童（八代圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 協議　No.2 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 新規認定No.3 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 児童（八代圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 支払処理 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 有期再認定No.３ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登録免許税不動産証明願（障がい） 申請書受理、証明書発行 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉協議会関係 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登録免許税不動産使用証明（児童） 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書 障がい関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事故連絡書 本庁への進達等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設施設長変更届 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人関係 児童関係（球磨圏域）１ 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人関係 児童関係（球磨圏域）２ 県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設届出関係 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書　１ 児童関係（球磨圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書　２ 児童関係（球磨圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護サービス等　事故報告書 本庁への進達等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険
介護保険サービス事業者からの変更届出等
１

県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険
介護保険サービス事業者からの変更届出等
２

県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険
介護保険サービス事業者からの変更届出等
３

県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険
介護保険サービス事業者からの変更届出等
４

県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設届出関係 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人関係 児童関係（芦北圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人関係 高齢関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設等各種変更届 芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険 介護職員初任者研修事業関係届 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書 高齢関係　１ 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書 高齢関係　２ 県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書 児童関係（芦北圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設（保育所・認定こども園等）各種変更届 芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉充実計画承認 児童福祉法人（球磨圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書 社会福祉協議会 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉充実計画承認 社会福祉協議会 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設（保育所）経営責任者変更届 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保育所等設置認可申請 球磨圏域　１ 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保育所等設置認可申請 球磨圏域　２ 県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人定款変更 児童関係（球磨圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人　現況報告書 児童関係（八代圏域） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料１ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料２ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料３ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料４ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料５ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料６ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料７ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料８ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料９ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料１０ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　資料１１ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　規程等資料１ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　規程等資料２ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 球磨圏域　規程等資料３ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

社会福祉法人関係 総括 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護老人保健施設等実地指導 （計画・実施・結果通知） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 総括　（１／２） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 総括　（２／２） 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　１ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　２ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　３ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　４ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　５ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　６ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査資料 芦北圏域　７ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

町村社会福祉協議会指導監査 実施及び結果通知等 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護老人保健施設等実地指導　１ （資料等） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

特別児童扶養手当 指導監査（厚労省） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域（結果通知等） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

特別児童扶養手当 市町村事務取扱指導監査 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設 総括 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護保険 介護職員初任者研修事業者実地指導 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

児童福祉法施行事務指導監査 芦北圏域（市町村） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料２ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料３ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料４ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料５ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料６ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料７ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料８ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料９ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１０ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１１ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１２ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１３ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１４ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１５ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１６ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１７ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１８ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料１９ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査関係 八代圏域　資料２０ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 八代圏域　規程等資料１ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 八代圏域　規程等資料２ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 八代圏域　規程等資料３ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 八代圏域　規程等資料４ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等監査関係 八代圏域　規程等資料５ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

児童福祉施設等産休等代替職員費補助金関係 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設型給付費等に係る処遇改善加算申請　１／２ 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設型給付費等に係る処遇改善加算申請　２／２ 球磨圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

児童福祉施設等産休等代替職員費補助金関係 八代圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

児童福祉施設等産休等代替職員補助金関係 高齢者施設関係 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

児童福祉（保育所等）補助金関係　１ 芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設型給付費等に係る処遇改善加算申請 八代圏域１／３ 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設型給付費等に係る処遇改善加算申請 八代圏域２／３ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設型給付費等に係る処遇改善加算申請 八代圏域３／３ 県南広域本部福祉課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 収入未済金徴収・活動実績報告 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 （貸付）承認・認定等 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還金納入通知書 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還完了 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 貸付継続（在学証明書） 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還／催告状 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 （貸付・償還）総記 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還開始・猶予 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金申請書 H29年度　償還完了分 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ホームレス関係 全国調査等 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

民生委員・児童委員 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

民生委員・児童委員 平成２８年度補助金実績報告 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

民生委員・児童委員 （補助金関係） 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

民生委員・児童委員 研修会 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 008 012
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

奉祝行事等への協力依頼等
（皇室主管課）

戦没者追悼式・戦傷病者旧軍人関係 通知等 県南広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域療育関係 ネットワーク会議等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

第７期介護保険事業計画策定支援研修会 復命書等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

就学前教育関係 セミナー開催通知等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

平成２９年度交通事故及び交通違反関係 福祉課職員の交通事故等に関する報告 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 時間外勤務関係 （報告・調査等） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係 （通知・年休届等） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査 資料の提出 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告 本庁への報告 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 公用車管理関係 ETCカード等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 001 その他の事項 県民の相談に関する事項 家庭児童相談関係 会議開催通知 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉法人全般 福祉行政報告例等 県南広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保育業務関係照会 総括 県南広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい関係通知等 関係機関への通知 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい者スポーツ大会関係 大会開催通知等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認知症対策班関係 介護保険関係通知・報告 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域ケア推進班関係 介護予防及び介護保険　通知・報告 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域リハビリテーション関係 介護保険・介護予防関係通知・報告 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者虐待関係 認地課関係通知及市町村支援関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村支援班　研修関係（調査員・審査会委員） 介護保険認定研修関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村等支援関係
地域保健医療計画に係る資料含（認知症・高
齢者支援）

県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村支援班　研修関係（主治医研修） 介護保険主治医研修関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＤＶ関係 通知又は報告に関する文書（県南広域本部） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育業務関係通知 総括　（１／３） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育業務関係通知 総括　（２／３） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育業務関係通知 総括　（３／３） 県南広域本部福祉課長 2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＩＴインストラクター綴り 申請書等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当 通知・報告等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育施設等関係通知等 芦北圏域　１ 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育施設等関係通知等 芦北圏域　２ 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職員参集訓練関係 職員参集訓練に係る通知及び報告等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当 証書受領書綴り 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者関係
H29市町村等介護保険・高齢者福祉担当課
長会議

県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者関係 雑件（施設からの広報誌等） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当 有期到来・再診予定者一覧 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者関係 １００歳表彰・その他 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者関係 Ｈ２９熊本県高齢者権利擁護基礎研修会 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個人情報
（個人情報・マイナンバー（特定個人情報）
等）

県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係 通知・報告・利用等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい関係通知等 NO.2 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険 第７期介護保険事業計画策定支援関係 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者関係 復命書等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス変更届等 変更届・廃止休止届（２） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険 介護認定関係研修会資料等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係 被表彰者候補者取りまとめ、決定等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 インフルエンザ等感染症関係 （保育所）芦北圏域 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス変更届等 変更届・廃止休止届（３） 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 県の機関（本庁）からの通知等　No.1 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 県の機関（広域本部関係）からの通知等 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 県の機関（本庁）からの通知等　No.2 県南広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

平成２９年度災害対策関係 福祉課職員の 県南広域本部福祉課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 107 001
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の任用情報に関す
る事項

母子父子寡婦福祉資金償還協力員任用関係 委嘱承諾、候補者推薦等 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 107 001
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の任用情報に関す
る事項

母子父子寡婦福祉資金 貸付委員会委員推薦 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 107 002
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の賃金、報酬に関
する事項

償還協力員活動計画・報告 計画策定、報酬報告等 県南広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

1125 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

県南広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故処理に関する事項
県南広域本部保健福祉
環境部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 時間外勤務及び休日勤務に関する協定
県南広域本部保健福祉
環境部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職員の服務
県南広域本部保健福祉
環境部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

住民基本台帳ネットワークシステム関係綴 保健予防課
県南広域本部保健予防
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

県南広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 結核健診委託料関係綴（出納期限延長） 保健予防課
県南広域本部保健予防
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係（衛生環境課）
天草広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草地区薬物乱用防止指導員協議会関係綴り
天草広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通事故関係綴り
天草広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査関係
天草広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県外出張復命書 衛生環境課
天草広域本部衛生環境
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

災害救助法関係
天草広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

表彰関係（総務企画課）
天草広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

青少年保護・育成関係
天草広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の服務関係（総務企画課）
天草広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件（総務企画課）
天草広域本部総務企画
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消費生活関連
天草広域本部総務企画
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

IT関係（総務企画課）
天草広域本部総務企画
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

平成２９年度事務執行計画
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

個人県民税徴収計画天草広域本部版策定関係 計画期間平成３０年度～平成３２年度
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

住基ネットワークシステム関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 配当計算書綴
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交付要求 交付要求
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 執行停止 継続中
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 過年度差押完結綴
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 公示送達関係書類
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 差押完結綴
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 執行停止 不納欠損処分済
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特別徴収事務取扱交付金
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

Ｈ29　住基ネット担当者研修会
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町不動産取得税実務研修会
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

天草地区県市町税収確保対策連絡会議関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

平成２９年度　法人会・たばこ販売・租税教育
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

平成２９年度　各会議・研修会 課税関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌 担当事務
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 個人県民税関係 個人県民税関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算資料関係（平成28年度）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 015
予算、決算及び監査に関する事
項

未収金に関する事項 不納欠損決議関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 003 会計に関する事項 督促状の発行に関する事項 自動車税関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 H29　個人県民税関係（徴収取扱費負担金）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 031 会計に関する事項
委託徴収（収納）金の整理に関
する事項

釣銭資金管理関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 物品購入、修繕伺い
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の処分に関する事項 物品処分
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

広報関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

公印押印関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

照会（回答） 市町村照会
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

各関係機関照会（回答）書 金融機関
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

照会の立案に関する文書 市町村照会
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

関係機関への照会 一斉調査　Ｎｏ．１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

関係機関への照会 一斉調査　Ｎｏ．２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

関係機関への照会 一斉調査　Ｎｏ．３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

関係機関への照会 一斉調査　Ｎｏ．４
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種通知（研修・会議関係）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

自動車税減免
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各機関からの通知照会 簡易なもの
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度度県税に係る滞納整理実施要領
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

例規等改正通知 本庁各課からの例規等改正通知
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

収税・管理関係事務指導に係る通知 事務点検マニュアル及び一斉点検
天草広域本部総務部税
務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住基ネットワーク利用関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　ＩＴ関連 個人情報保護
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 課税班通知等 国、本庁通知類
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高額滞納整理報告
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 Ｈ２９年度　自動車二税減免申請書 申請書控え（その１）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 Ｈ２９年度　自動車二税減免申請書 申請書控え（その２）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 Ｈ２９年度　自動車二税減免申請書 申請書控え（その３）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税
営業の開廃等の届出書（特徴者・漁協・農
協）

天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 団体間回送
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 簡易評価調書作成作業
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　事務運営計画・事務執行計画 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　課税班長会議 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　課例会・班例会 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　事務指導 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　事務点検 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　危機管理・問題発生 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　定期監査綴り 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　天草地区税務協議会 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　調定収入見込み調べ 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　課税状況調べ 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　市町村交付金 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　予算要求・人P要求 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　税務雑件 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　一般雑件 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 特定個人情報に関すること マイナンバー
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 軽油引取税免税
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 免税軽油事務基本方針について 調査方針、マニュアル等について
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 事業主照会（不動産・医業・その他）
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 調定決議書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 資料収集
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 随時・課税減額等
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 随時・失格１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 法人二税関係 受付発送簿・その他
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 随時・失格２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 あて名統合に関する文書 決議書等
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税に関する文書 開廃に関すること
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税に関する文書 月報
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 通知・その他
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 意見交換会・検討会
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 照会回答
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 個人事業税 随時・失格３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 平成２９年度　公務外出伺簿 課税班関係
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 賦課決定決議書　１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税証の無効処分に関する文書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 自動車保有者調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税の非課税に関する文書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税に関する文書 調定決議書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 不動産取得税お知らせ発送伺い
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人県民税
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 随時課税
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 たばこ税手持ち品課税の調定に関する文書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税 九州電力(株)苓北発電所　精密調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 路上抜取調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 使用者調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 免税軽油 販売店調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 軽油引取税 特別徴収義務者精密調査
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 産業廃棄物税に関する文書 調定総括表
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産価格決定内容書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税（承継）造成費算定関係綴
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税４
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税５
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税６
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税７
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期課税８
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格４
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格５
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格６
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格７
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 個人事業税に関する文書 定期失格８
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年５月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年５月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年５月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年６月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年６月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年６月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１０月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１０月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１０月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１１月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１１月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１１月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１２月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１２月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年１２月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年度１月課税　１
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年度１月課税　２
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 ２９年度１月課税　３
天草広域本部総務部税
務課長

2021 ５年      2026 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 賦課決定決議書　２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 賦課決定決議書　３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 調定決議書
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　１
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　２
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　３
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　４
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　５
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 失格資料箋　６
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 審査・入力伺い
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 雑件
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 月報
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 不動産取得税 公用申請
天草広域本部総務部税
務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

過疎地域自立促進計画 過疎地域自立促進計画
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくりチャレンジ推進補助金
天草広域本部総務部総
務振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

コミュニティ助成事業 コミュニティ助成事業
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

宝くじ助成事業（地域活性化センター関係） 宝くじ助成事業（地域活性化センター関係）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

長寿社会づくりソフト事業
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

観光標識整備事業
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

コミュニティ助成関係 自治総合センター関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

宝くじ助成事業 その他助成事業
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

本部内経理事務研修会
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

雇用創出ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

御所浦地域振興
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

被災者支援　御所浦化石採集クルージングツアー
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

天草エクスカーション関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

過疎関係 過疎関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

観光統計
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会議に関する事項
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地方創生
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

移住定住
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

天草広域本部災害対応に係る図上訓練
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

観推協関連
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

人事交流
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給・昇格関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除承認申請関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 営利企業等従事許可申請 営利企業等従事許可申請
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 心の健康問題関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務及び休日勤務関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

人事関係 職員の担当事務の決定
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 天草広域本部長表彰・知事表彰関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

一般競争入札関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

単価契約
天草広域本部総務部総
務振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員、会計職員、検査員等関係綴 任命、引継等関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．１
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．２
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．３
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．４
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．５
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．６
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．７
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．８
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．９
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書 支出命令書　　Ｎｏ．１０
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書（旅費） 支出命令書（旅費）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書（歳計外） 支出命令書（歳入歳出外現金）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 支出負担行為書　Ｎｏ．１
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 支出負担行為書　Ｎｏ．２
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 支出負担行為書　Ｎｏ．３
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証拠書（公金振替） 支出命令書（公金振替）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為・命令書（取消）綴 取消済の支出負担行為書・支出命令書綴
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書 更正決定書（歳出）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 振込内容変更依頼書綴 口座振込の内容変更依頼書
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 債権債務者登録綴 あて名及び代金の受領方法申出書
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 戻入決定書 戻入決定書
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 025 会計に関する事項
歳出の決算明細表に関する事
項

歳入・歳出決算書 歳入・歳出整理表
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 030 会計に関する事項 資金前渡の整理に関する事項 資金前渡清算書 資金前渡清算書
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 職員住宅関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度天草総合庁舎植栽管理
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

地方創生 地方創生関連
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

航空会社との連携
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件（総務調整班）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

文書管理関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

環境関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

定期監査関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

消防関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度選挙事務関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度発注の見通し関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

世界遺産関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

監査関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　工事現場立入点検関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

工事代金差押関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

工事請負契約違約金関係綴 工事請負契約解除に伴う違約金
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事関係指名停止関係綴
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事課関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 政策調整事業関係 政策調整事業関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害待機関係 災害待機関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災関係 防災関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 衛生委員会関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 賃金・報酬関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要事業説明 主要事業説明
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草地方災害対策会議
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 健康診断関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 広報課関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務事務センター関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ハラスメントに関する内部相談員関係 ハラスメントに関する内部相談員関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事課（給与関係）
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公共交通連携関係 公共交通連携関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 スポーツ関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 男女共同・参画関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 出前講座関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 共済組合関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 商工会関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 研修関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村への事務・権限移譲
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域活性化センター関係 地域活性化センター関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国民保護関係 国民保護関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草広域本部重大ニュース 天草広域本部重大ニュース
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事契約権利義務承継関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権同和関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 源泉徴収票等の法定調書作成
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 ドライブレコーダー関係
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

天草地方災害対策要綱 天草地方災害対策要綱
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 熊本地震検証・アーカイブ 熊本地震検証・アーカイブ
天草広域本部総務部総
務振興課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

河川占有許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

急傾斜・地すべり・砂防関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

港湾施設使用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

特殊車両通行許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用更新
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

海岸占用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

港湾水域(公共空地）占用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

係船専用浮桟橋使用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

Ｈ２９道路工事連絡協議会
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

本渡港野積場・上屋使用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路管理
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物是正指導
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

地図訂正承諾書
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

海岸管理
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

臨港地区内道路使用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

海岸保全区域等占用許可等
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

一般海域行為許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路占用未許可物件
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

港湾施設（岸壁・桟橋）使用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ロード・クリーン・ボランティア関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可修正
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

公有水面埋立（総括）
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路幅員証明
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

H29年度屋外広告禁止区域標識設置工事
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度　道路法第３５条占用協議綴
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用料相当額の請求について
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

公有水面埋立　設計概要変更許可申請（天草市）
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

水利使用権関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 河川敷占用料　不納欠損（日本ポリグル株式会社）
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

占用関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事故防止要請書関係綴り
天草広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通安全プログラム
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障物件移転依頼
天草広域本部土木部維
持管理課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

使用許可申請等について 占用許可
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

天草地域国・県道維持管理検討会
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

単価契約に関する文書
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

河川管理について
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと　マイ・リバー・サポート関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

松島有明道路関係 業務委託関係綴り
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

Ｈ２９政策調整費 おもてなしグリーンプロジェクト関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成30年度道路パトロールに係る文書
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界確認
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

公有財産の所管換え手続関係
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 本渡港上屋消防設備保守点検
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度大門港水門管理（委託）
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 001 その他の事項 県民の相談に関する事項 住民要望（防災班）
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

港湾管理
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通行止め綴り 平成２９年度
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 身分証明書の発行に関する文書
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年末夜間パトロール関係綴り
天草広域本部土木部維
持管理課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

天草広域本部土木部水防 天草地域水防区本部
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 供用開始 供用開始
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域決定 道路の区域決定
天草広域本部土木部維
持管理課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

市町の都市計画事業の設計審査
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

【土木技術管理課１】通知・照会 基準改定等
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故防止講習会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

【会計検査】会計検査一般
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

【会計検査】（港湾）第２課
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

【会計検査】（河川・下水）第３課
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 各課共用書庫
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天草広域本部総務部長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設業関係統計調査
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除申請
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

リース契約関係 更新
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

新聞、図書及び追録の年間購読
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 被服貸与
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【土木部監理課１】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【土木部監理課２】指名停止等
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【土木技術管理課２】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【局内】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事成績評定に関すること
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【総セ・互助会等】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【その他の県庁部局】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【土木部（事業課）】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 【研修（建設技術センター等）】通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・報告関係
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知（見積徴取）
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総合評価落札方式における事前登録
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大矢野バイパス開通記念行事
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草水防区水防災意識社会再構築協議会(仮称)の開催
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町の国庫補助事業の設計審査
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 外部からの通知・照会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　被災確認
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上天草市と宇城市をつなぐ新しい橋の名称選定委員会
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 平成２９年度　公用車関係
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

災害復旧 災害
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

大規模災害時の支援協定
天草広域本部土木部技
術管理課長

2018 ３０年    2048 移管 電子 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

国道３２４号防災・安全交付金（改築）事業関係
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

国道２６６号広域連携交付金（道路改築）事業関係
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

国道２６６号単県幹線道路整備工事
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

国道３２４号地域連携推進改築（本渡道路）事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

国道266号地域連携推進改築事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

牛深天草線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２４号地域連携推進改築（本渡道路）事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６６号地域連携推進改築事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大多尾新合線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

本渡牛深線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

龍ヶ岳御所浦線道路整備事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

公有水面埋立工事について
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深天草線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

開示請求関係
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

松島馬場線単県道路改良事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮地岳本渡線道路改良事業関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３８９号下田南道路改良事業関係
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

本渡苓北線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

引地本町線単県道路改良工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

通行規制関係 工務第一課
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障物件移転依頼関係 工務第一課
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

災害復旧事業
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故関係
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の不要決定 物品不要決定承認申請について
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 牛深天草線工事関係資料
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域決定（変更） 工務第一課
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の供用開始 工務第一課
天草広域本部土木部工
務第一課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

砂防・急傾斜地・地すべりの危険区域指定
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

工事基本計画の意見聴取 地すべり防止区域に関するもの
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

工事基本計画の提出 地すべり防止区域に関するもの
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事施工関係に関するもの 見積もり・指示書等
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岩谷急傾斜着工式関連 災害関連急傾斜地崩壊対策事業
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

通行規制関する文書
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

開発行為関係
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

入札又は随意契約に関する文書
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

公共事業再評価委員会 関連文書含む
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川港湾班見積り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

通行規制に関する文書綴り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

現地調査用　身分証明書交付申請
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

事業に関する申請書綴り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

土砂災害防止法関係 レッド内の個人による対策工事
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

河川海岸港湾施設設置に係る申請書類
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ５年      2023 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修に関する文書綴り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 姫戸港外排水機場電気工作物保安業務委託
天草広域本部土木部工
務第二課長

2019 ３年      2022 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明証の発行について 砂防三法及び土砂災害防止法に関する調査
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事業に関する通知文書綴り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件綴り
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 入札監視委員会
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 占用に関する文書
天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 借地に関する文書
普通財産貸受申請書・港湾施設用地使用許
可申請書等

天草広域本部土木部工
務第二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

人事・給与 内申等 天草広域本部土木部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

特例勤務の割振関係綴 特例勤務割振簿 天草広域本部土木部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

監督員変更関係
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 建物等調査業務委託関係①
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 建物等調査業務委託関係②
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 建物等調査業務委託関係③
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 建物等調査業務委託関係④
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 029 組織、人事等に関する事項
旅行命令及び復命（他項該当
外）に係る事項

県外出張復命書
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

モバイルチョイス０５０サービス利用関係
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

平成２９年度標準家賃単価
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

不動産鑑定関係綴
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

平成２９年度　廃材処分費単価認定
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地対策課からの通知・照会
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

税務署事前協議 租税特別措置法の適用に係る事前の協議
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地対策課事前協議
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

普通財産譲渡・譲与関係
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

公共用地の取得に係る租税特別措置法等の適用状況調査
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

官公庁等関係協議
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 本渡道路（港町・東町）
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 本渡道路（志柿町）
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 本渡道路（瀬戸町・筆界未定地）
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 下田南バイパス・本渡港線
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 旧本渡市・苓北町
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 河浦
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 新和・牛深
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 本渡牛深線（下平）
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 有明・栖本・上天草市・望薩峠
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉日誌 岩谷
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附受納①
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地使用貸借に関する契約
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

登記嘱託事務委託 司法書士会・土地家屋調査士会　委託
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地売買等に関する契約の一部変更 履行期限延長
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

土地賃貸借（継続）等に関する契約終了の申出
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附受納②
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．４ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．５ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．６ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．７ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．８ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．９ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１０ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１１ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１２ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１３ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１４ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１５ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１６ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１７ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１８ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．１９ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２０ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２１ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２２ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２３ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２４ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２５ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２６ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２７ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２８ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．２９ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３０ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３１ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３２ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３３ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

事業用地の買収　ＮＯ．３４ 評価調書、支出負担行為等
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

抵当権抹消 抵当権抹消依頼
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書関係綴
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

所管換え手続関係
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地対策課月例報告
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ＩＴインストラクター・パソコン関係
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地対策課からの照会
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

不動産取得税に関する照会 税務課への情報提供
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他部・課からの照会等 県政文書課からの照会
天草広域本部土木部用
地課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

市町村からの協議 派遣職員の選挙事務委嘱
天草広域本部土木部用
地課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

平成２９年度農業振興地域整備計画関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度　農地法許可諮問関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

環境保全型農業総合支援事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 補助金
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 補助金
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

経営体育成支援事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要農作物奨励品種決定調査事業 水稲奨決現地調査
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

普及指導員補職
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと里モンプロジェクト推進事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

えづけＳＴＯＰ！鳥獣被害対策事業 一般文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

家畜導入事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

普及指導計画 普及指導計画
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農林水産部共通業務
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等生産拡大加速化事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

環境保全型農業直接支払事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

鳥獣被害防止総合対策事業 一般文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの米粉総合推進事業 一般文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度熊本型高度環境制御技術構築事業　展示ほ
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農地集積加速化事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

畜産クラスター事業調査・実証・推進事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

普及指導協力委員・天草農業経営者協議会に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等利用拡大支援事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1142 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

花き振興に関する文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県中山間モデル地区支援事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度地域営農組織ステップアップ支援事業 新規組織設立話合い活動支援
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度熊本型高度環境制御技術構築事業 機器リース
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

畜産近代化リース
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ひと・うし・しごと作り事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

肉用牛関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業の企業参入に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

表彰等関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

普及指導員　資格・研修関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農業気象災害
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

畜産環境関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

ふるさと農地未来づくり運動
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

肉用牛改良関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

畜産クラスター事業　総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

くまもと農業フェア
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度食品表示関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度人権同和等研修会関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

中小家畜関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 天草農業活性化協議会 職専免
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 野菜一般文書 職務専念義務免除
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

平成２９年度被服類関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算流用
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 平成２９年度備品関係 貸付関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

試験研究機関との連携
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

認定農業者に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 補職・研修・サポーター関係 補職・研修・サポーター・月報
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　野菜一般文書 会議開催通知等
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業大学校・農業高校との連携関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県就農支援アドバイザー関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認定新規就農者及び青年等就農資金関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草地域農業基礎セミナー
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県農業コンクール関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫関係 総括
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新規就農促進（農業次世代人材投資事業）関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産特別資金関係（総記）
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業負担軽減支援資金関係（総記）
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業女性アドバイザー・元気づくり事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとふるさと食の名人
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＪＡ連携・女性大学に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草地方農漁村活性化グループ連絡協議会に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 流通分野に関わること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 直売所に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金に関すること
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　地下水と水を育む農業推進関係つづり （環境保全型農業一般）
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶業振興関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫関係 防疫演習・消毒ポイント
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要農作物（水稲）関係 総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施肥防除協会関係 展示ほ等
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　野菜価格安定事業及び野菜指定産地関係 説明会通知・資料、調査報告等
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜産地強化計画（H29計画、H28年実績） 通知、要領、会議、作成事務等
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣被害防止対策関係総記 総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産振興関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 攻めの園芸生産対策事業 総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 攻めの園芸生産対策事業 補助金・工事
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 植物防疫・農薬安全対策関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度果実生産予測調査事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農家経営改善支援システム関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要農作物（麦）関係 総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水田施策関係総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 集落営農育成関係 組織化・法人化推進総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水稲生育状況調査関係 水稲作況
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪農関係 暑熱対策・会議・研修会
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 飼料作物関係 展示ほ・通知
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域特産物振興関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　月報 普及活動実績
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜体内受精関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜人工授精関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度環境保全型農業推進モデル展示ほ
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 養蜂関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要農作物（大豆）関係 総記
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農作業安全
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ITインストラクター
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 とびだせトップグレード米戦略事業 一般文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜商関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草黒牛関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 共進会
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大家畜関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農場生産衛生強化推進事業関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹競争力強化推進事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 飼料用米関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産統計
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営支援体制の整備について
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度農業経営支援きゅうりプロジェクト
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 スーパーＳ資金
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域所得向上支援事業 一般文書
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度台風被害生産施設復旧対策事業
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

収入証紙関係
天草広域本部農業普及・
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

要綱・要領関係
天草広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

農地整備課雑件
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

計画管理班雑件
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

単県・県営・団体営調査計画費予算要望 平成２９年度
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

土地改良泉温技術者調査報告書作成 天草中央中・北地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

農業農村整備事業事業管理計画 Ｈ２９
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

中山間地域所得向上支援対策事業（H29補正）
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

土地改良専門技術者調査報告書作成 上津浦地区、栖本地区、京の島地区
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

基幹水利施設ストックマネジメント事業 予算関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

前潟地区基幹ストマネ事業　協議関係
天草広域本部農地整備
課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

前潟地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第７号 水利ストック第0024-0-107号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

前潟地区基幹水利施設ストックマネジメント事業第８号 水利ストック第0024-0-108号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

設計・積算基準関係（技術管理課等）
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

海岸保全事業　予算関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災（特定管） 第１９号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災（特定管） 第２０号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災（特定管） 第２１号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災（特定管） 第２２号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災（特定管） 第２３号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央南地区中山間地域総合整備事業（H28補正） 中山間総合第0029-0-118号
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央南地区中山間地域総合整備事業（H28補正） 中山間総合第0029-0-119号
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災事業第18号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

地域密着型農業基盤整備事業 事業実施関係綴り
天草広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央北地区中山間地域総合整備事業 第18号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上天草海岸地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第１号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上天草海岸地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第２号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上天草海岸地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第３号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災事業（特定管） 第１８号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

一町田地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第５号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

一町田地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第６号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

志岐２期地区農村地域防災減災事業（特定管） 第１９号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長崎海岸地区地域密着型農業基盤整備事業第1号工事他 地域密着第0148-0-101号合併
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中山間地域総合整備事業　電柱移転関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央北地区中山間地域総合整備事業（H28補正） 中山間総合　第0031-0-105号
天草広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草海岸第２地区農村地域防災減災事業 第８号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御領南地区担い手育成畑地帯総合整備事業関係 実績報告ほか
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中山間地域総合整備事業　他省庁協議関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草海岸第２地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 第９号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央北地区中山間地域総合整備事業（H28補正） 中山間総合　第0031-0-10６号
天草広域本部農地整備
課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天草中央北地区中山間地域総合整備事業 中山間総合第0031-0-107号
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

教良木ダム水利権更新申請
天草広域本部農地整備
課長

2019 １０年    2029 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大正池地区農村地域防災減災事業（ため池） 第２号工事
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 004 事業の実施に関する事項
公共工事の進行管理及び評価
に関する事項

発注関係綴り 総合評価など
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備事業相談連絡員（天草中央中地区）
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

浦地区農村地域防災減災事業（地すべり）第１号業務委 地すべり第0017-0-201号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

棚底地区農村地域防災減災事業（地すべり）第１号業務 地すべり第0018-0-201号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

換地関連業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備調査計画（単県実計）第１号業務委託 京の島地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備調査計画（単県実計）第１号業務委託 栖本地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備調査計画（単県実計）第１号業務委託 上津浦地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

単県農業農村整備調査計画第１号業務委託 栖本中央地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央南地区中山間地域総合整備事業第19号工事（
三者協議会委託業務第41号　中山間総合第
0029-

天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央南地区中山間地域総合整備事業 中山間総合　第00２９-0-2５１号　合併
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備事業相談連絡員（天草中央南地区）
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央南地区中山間地域総合整備事業第40号業務委 中山間総合第0029-0-240号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備事業相談連絡員（天草中央南地区） 寺中２工区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

農業農村整備事業相談連絡員（天草中央北地区） 打越工区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央中地区中山間地域総合整備事業 第３７号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央南地区中山間地域総合整備事業 第８１号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

天草中央北地区中山間地域総合整備事業 第８１号業務委託
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

浦地区農村地域防災減災事業（地すべり）Ｈ２９補正第 地すべり第0017-0-201号
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

中山間総合整備事業
天草中央中地区、天草中央南地区、天草中
央北地区

天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

工区分割綴り 整備班
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

農道　維持管理関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

検査・施工総括関係（技術管理課等）
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

中山間地域サポート推進事業関係 平成２９年度
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

単県担い手農地集積促進事業 補助金返還関係
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

繰越承認申請関係 中山間地域総合整備事業
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業
天草広域本部農地整備
課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農村地域防災減災事業
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業関係書類
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営事業地域農業水利施設保全型 Ｈ２９
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

天草地域農地海岸における環境美化・保全活動 海岸ボランティア
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

調査関係（技術管理課等）
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

研修関係（技術管理課等）
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出書類関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地価格協議
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

上天草海岸地区農村地域防災減災事業（海岸保全） 寄附関係綴
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 大正池地区農村地域防災減災事業（電柱移転）
天草広域本部農地整備
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記嘱託関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

公共事業用資産の買取等に伴う証明書
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

農地海岸管理関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

システム関係（技術管理課等）
天草広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

換地ヒアリング関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地改良区関係綴
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良法手続き関係
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 132 002
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業の完了に関
する事項

法手続き関係 県営御領南地区
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1148 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

天草広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 登記嘱託書綴（連合会関係）
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 133 001
土地改良法に基づく換地処分に
関する事項

換地処分に関する事項 換地処分関係文書
天草広域本部農地整備
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

市町村負担金関係綴り
天草広域本部農地整備
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

占用許可等更新関係
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 012
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

不利益処分決定及びその経緯
（他項該当外）

行政代執行関係
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

牛深漁港水産物流通基盤整備（漁港）浮桟橋上部工工事 漁港流通　第3010-0-102号（繰越）
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

牛深漁港公有水面埋立許可関係
牛深漁港公有水面埋立申請（変更・しゅん
工）

天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

公有水面埋立埋立区域縮小・しゅん功期間伸長許可申請 大道漁港
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通規制
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

二江漁港単県漁港漁場施設補修（浮体式係船岸補修）工 単漁施補　第2130-0-101号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮田漁港水産物供給基盤機能保全（防波堤補修）工事 機能保全　第2190-0-101号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大江漁港水産物供給基盤機能保全（浚渫）工事 機能保全　第2140-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鳩之釜漁港水産物供給基盤機能保全（浮体式係船岸補修 機能保全　第2115-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事変更の指示（重大なもの）
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）加世浦地区物揚場嵩 漁港流通　第３０１０－０－１０１号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産物供給基盤機能保全ハイヤ大橋舗装その１ 機能保全第3010－0－101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産物供給基盤機能保全ハイヤ大橋舗装その２ 機能保全第3010－0－102号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御所浦漁港水産生産基盤整備（漁港）（浮体式係船岸そ 漁港生産　第2201-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御所浦漁港水産生産基盤整備（漁港）（浮体式係船岸そ 漁港生産　第2201-0-102号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮田漁港水産物供給基盤機能保全（浚渫）工事 機能保全第2190-0-102号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）フラップゲート設置 漁港流通第3010-0-102号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

樋合漁港水産物供給基盤機能保全（護岸補修）工事 機能保全第1385-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御所浦漁港水産物供給基盤機能保全（浮桟橋補修）工事 機能保全　第2201-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

樋合漁港単県漁港改良（標識灯）工事 単漁改　第1385-0-102号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鳩之釜漁港漁港施設機能強化（照明灯）工事 機能強化　第2115-0-103号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

樋合漁港単県漁港漁場施設補修（サンシェルター補修） 単漁施補　第1385-0-105号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港単県漁港改良（照明灯）工事　他合併 単漁改第3010-1-101号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大多尾漁港単県漁港改良（照明灯）工事 単漁改　第2180-0-101号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

二江漁港単県漁港漁場施設補修（側溝取替）工事 単漁施補　第2130-0-106号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大江漁港単県漁港漁場施設補修（照明灯取替）工事 単漁施補　第2140-0-107号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産物供給基盤機能保全牛深ランプ橋舗装補修 機能保全　第３０１０－０－１０１号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港他水産流通基盤整備（漁港）工事監督支援業務 漁港流通　第3010-0-206号　他合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大江漁港単県漁港漁場施設補修（張コンクリート）工事 単漁施補　第2140-0-101号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）天附地区物揚場嵩上 漁港流通　第3010-0-103号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）元下須地区護岸嵩上 漁港流通　第3010-0-104号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港単県漁港漁場施設補修（舗装）工事 単漁施補　第3010-0-110号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御所浦漁港単県漁港漁場施設補修（舗装）工事 単漁施補　第2201-0-111号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮田漁港他単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委託 単漁施補　第2190-0-206号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牛深漁港単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委託 単漁施補　第3010-0-201号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

二江漁港他単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委託 単漁施補　第2130-0-202号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

佐伊津漁港他単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委 単漁施補　第2120-0-203号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御所浦漁港単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委託 単漁施補　第2201-0-204号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

樋合漁港他単県漁港漁場施設補修（維持補修業務）委託 単漁施補　第1385-0-205号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産物供給基盤機能保全浄化施設機能保全計画 機能保全　第3010-0-204号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

御所浦漁港水産生産基盤整備（漁港）（地質調査）委託 漁港生産　第2201-0-201号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

御所浦漁港水産生産基盤整備（漁港）（設計）委託 漁港生産　第2201-0-202号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）（測量設計）委託他 漁港流通　第3010-0-204号（繰越）
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）深浅測量業務委託 漁港流通第3010-0-202号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）防波堤設計業務委託 漁港流通第3010-0-203号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産物供給基盤機能保全（調査設計）委託 機能保全第3010-0-201号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産流通基盤整備（漁港）地質調査業務委託他 漁港流通第3010-0-204号合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港水産流通基盤整備（工事監督支援業務）委託他 漁港流通第3010-0-205号合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

御所浦漁港単県漁港改良（測量設計）委託　他合併 単漁改　第2201-0-201号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大江漁港水産物供給基盤機能保全（測量設計）委託 機能保全　第2140-0-201号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

牛深漁港海岸堤防等老朽化対策（長寿命化計画策定）委 海老堤　第3010-0-201号
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

宮田漁港単県漁港改良（測量設計）委託　他合併 単漁改　第2190-0-201号　合併
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

工事一時中止
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

過年度支出
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界確認関係
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

占用許可及び目的外使用許可
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

占用許可等廃止届、通行同意及び各種同意関係
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 被服貸与
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

要望書
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

国土調査資料の提供について（依頼） 国土調査成果
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

漁港の利用に係る照会・回答
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの照会への回答
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 見積依頼
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監督員変更
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 管理関係指導文書
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境美化・保全活動
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 牛深ハイヤ大橋待機要領
天草広域本部農林水産
部漁港課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

漁業調整関係 （倉岳定置網関係）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 002
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の審査基準等及び標準
処理期間設定

漁業士会 漁業士認定に関すること
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

総トン数測度申請
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

つきいそ設置承認関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船許可関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

遊漁船業者登録関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別採捕許可関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別養殖承認関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業許可（期間満了）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業許可（新規）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業許可（内容変更・書換・再交付）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

小型底曳網漁業漁期前検査 （手繰網・えびこぎ網）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業権免許
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

沿岸漁業改善資金
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

岩礁破砕許可
天草広域本部農林水産
部水産課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

新規就業者確保定着推進事業
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

水産用抗菌剤使用指導書交付に関すること
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

不利益処分関係綴 漁業許可及び漁船登録関係等
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業許可願書 県公報搭載依頼
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 012
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

不利益処分決定及びその経緯
（他項該当外）

聴聞会関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

漁場施設等利用状況・管理運営報告
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

水産基盤整備交付金事業 （漁港漁場整備分）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

水産基盤整備交付金事業関係綴
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

水産基盤整備交付金事業（共同利用施設整備）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

浜の活力再生加速化支援事業 浜の活力再生交付金事業
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

水産業競争力強化緊急施設整備事業
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

資源管理計画（漁船漁業）綴り
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

漁村における「うみ・ひと・しごと」づくり推進事業 稼げる水産業づくり事業
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

漁村における「うみ・ひと・しごと」づくり推進事業 活力ある養殖業推進事業（ヒトエグサ関係）
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

漁業調整関係事業綴
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

赤潮対策関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水産業改良普及事業 雑件
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

熊本県農林水産業功績者表彰関係綴
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員補職関係綴
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

保護水面管理委託事業
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

年間購読関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 被服類貸与関係
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

水産関係団体指導
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

捜査関係事項照会
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 027 その他の事項
国の委託を受けて行う調査に関
する事項

混獲された鯨類等の報告に関すること
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 漁船登録事務取扱件数報告
天草広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給・昇格
天草広域本部農林水産
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

人事（交通事故・違反）
天草広域本部農林水産
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

狩猟者登録関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許関係綴 狩猟免許申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

H29年度県立自然公園関係綴り (許認可関係)
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

H29年度県立自然公園関係綴り （飛岳石材第3種特別地域物の集積）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保安林内伐採・作業許可等関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

県立自然公園関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

H29自然公園関係許認可関係綴り
普通地域内鉱物の掘採(土石の採取)(飛岳石
材)

天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 国立公園事業執行承認綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金関係綴り 事業の周知、実施等に係る文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森と担い手をつなぐ集約化促進事業 施業放置森林対策推進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

ふるさとの森林資源活用促進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度水とみどりの森づくり活動支援事業綴り 事業実施者に対する補助金等に関する文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度　針広混交林化促進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林病害虫等防除事業（地上散布）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林病害虫等防除事業（樹幹注入）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

木材利用普及啓発事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成29年度木とともに育つ環境整備事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもとの森林利活用最大化事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特用林産物施設化推進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

市町村森林所有者情報整備事業 森林ＧＩＳ導入委託事業（天草市）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林造成促進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平29年度単県治山事業 （市町村営・自然災害復旧）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林病害虫等防除事業（伐倒駆除）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成29年度自然環境整備交付金事業関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業計画関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業次年度計画関係綴 計画概要書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　県有林関係綴 県有林内事業実施等に関する文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理業務委託綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園等施設リニューアル事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

福連木生還保全林管理第1号業務委託
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事業に係る文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林整備事業 保育
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林整備事業計画概要書関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度単県治山(県営)事業関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成28年度天草管内防災林造成事業第1号工事
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業に係る他所管協議綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度単県治山事業 （市町村営・単独補助治山）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度自然公園関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

防災林造成事業第1号工事 天草郡苓北町坂瀬川字一位
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H30年度福連木生活環境保全林管理委託
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

H30年度九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理委託
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業残事業調査関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９度単県治山事業（市町村営・単独補助治山）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林道台帳関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

Ｈ28年度単県治山 自然災害復旧
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

Ｈ28年度単県治山 市町村営・単独補助治山
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

Ｈ29年度単県治山事業 （市町村営・自然災害復旧）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

市町村営林道開設事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林整備地域活動支援交付金事業 森林整備課　集約化・普及班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村営林道開設事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度５月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度８月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

H30年度単県治山(市町村営)事業関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度９月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度１０月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度１１月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度１２月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度２月造林申請
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度単県治山 市町村営・単独補助治山
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県特定鳥獣適正管理事業綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

天草ヒノキプロジェクト実施計画作成実施業務委託関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

天草センダンプロジェクト
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農林水産　補助金等交付要項
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

優良工事表彰等関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

平成29年度行政文書開示請求関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 林務課職員の各種協議会職専免関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度　県有林巡視員関係綴 県有林巡視員の任命、勤務に関すること
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

林務課　庶務　事務分掌他 事務分掌、補職
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

林務課　定期監査　綴り 定期事務監査、第３次監査
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

シュレッダー賃貸借契約関係 見積もり徴取伺い
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

県有地境界確認関係（保安林）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

福連木生活環境保全林関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

福連木広域生活環境保全管理関係 土地貸付関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成３０年度　年間購読伺い 林務課分
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイル等の管理
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度自然公園関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 016 その他の事項
広報及び広聴の計画に関する
事項

広報、広聴関係綴り 林務課　（天草通信）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

第１１次鳥獣保護管理事業計画関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

保安林指定関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課一般文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

治山関係一般文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

山地災害防止関係 危険地区・キャンペーン等
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林務課　県の機関からの通知等 県庁内　広域本部内
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林業金融関係一般文書綴 団体支援課　金融班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林務課　県の機関からの通知等 県庁内　広域本部内　林務関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

自然公園関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保安林整備事業一般関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

自然環境保全関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

治山林道研究会関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保安林指定関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

福連木生活環境保全林関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2087 １年      2088 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

保安林等に関する照会
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

林務課　各団体等からの通知等 県の組織以外　所管、主管する団体等
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

苓北町　林業振興地域育成協議会　綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

鳥獣保護管理事業関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

林務課　各団体等からの通知等 県の組織以外　所管外
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業研究指導所一般文書関係綴 林業研究指導所　各部
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業進捗状況報告綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係一般文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣及び狩猟関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合関係文書（総会・理事会等）
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 組合指導一般文書関係綴り 団体支援課　農林団体指導班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　林務課　他部局からの通知等 例規に準ずる文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産樹芸関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　林業担い手育成班 林業の担い手育成に係る文書
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備課　担当者会議 担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林病害虫防除関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　林務課例会　綴り 課例会　行事予定
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　林務課予算関係　綴り 予算関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　備品関係　綴り 使用備品整理簿控え他
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林務課　公用車運転日誌 運転日誌
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　時間外勤務関係　綴り 時間外実績　予算等
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　公用車関係　綴り 車検　修繕
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　物品購入他　綴り
物品　被服　資金前渡　シュレッダー　コピー
機

天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草市　林業就業者支援対策 支援協議会及びサポート班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐班一般文書関係綴 森林整備課　造林間伐班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画班一般文書関係綴 森林整備課　森林計画班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業一般関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森と担い手をつなぐ集約化促進事業関係文書綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備地域活動支援交付金事業 森林整備課　集約化・普及班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林集約化・普及班一般文書関係綴 森林整備課　森林集約化・普及班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業振興課　担当者会議 担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度森林保険・林野火災関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林管理事業関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　みどり保全班関係綴り
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発関係綴
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林経営計画進捗報告 森林整備課　森林計画班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと木材利活用推進
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草地域内　担当者会議 管内　担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手・特産振興班 林研グループ関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及指導員活動状況報告等 森林整備課　集約化・普及班
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課　担当者会議 担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 天草広域本部出前講座　　林務課
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大規模災害に伴う職員参集訓練　林務課
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及地区主任会議　林業研究指導所担当者会議 担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 団体支援課　担当者会議 担当者会議
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ふるさとの森林資源活用促進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 たけのこ・竹林生産支援事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産物施設化推進事業
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 表彰関係
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備課　地域林政アドバイザー他 地域林政アドバイザーほか
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林・林業の技術交流発表大会 平成29年度
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務　林務課　年度末、年度初めの事務 定期異動に係る事務等
天草広域本部農林水産
部林務課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 本庁協議 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 認定請求 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 再診届 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当 資格喪失 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉充実計画の承認 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

介護職員初任者研修 旅行承諾書 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更 障がい関係 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険変更 No.1 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当 変更届 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

老人保健施設変更届・承認申請書 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

子育て支援関係届出等 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当 所得状況届NO.1 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険変更 No.２ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険変更 No.３ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当 所得状況届NO.２ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当 所得状況届NO.３ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護サービス事業所事故報告 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

特別児童扶養手当市町村事務取扱指導監査 天草広域本部福祉課長 2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査の実施について 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧本渡市　１／３） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧本渡市　２／３） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧牛深市） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （公立） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧五和町） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧有明・倉岳・栖本・河浦・天草） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （上天草市　１／２） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （上天草市　２／２） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （苓北町） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果 （旧本渡市　３／３） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査結果
（民営化・幼保連携型認定　こども園移行　初
年度）

天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

児童福祉法施行事務指導監査 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設関係 （立入調査・運営状況報告等） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

児童福祉行政指導監査の結果報告 （指導監査実施報告・改善結果等報告書） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

介護老人保健施設実地指導 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

児童福祉施設（保育所）経営責任者変更届出書 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

行旅病人・行旅死亡人
（身元不明者・行方不明者の情報提供依頼
等）

天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

民生委員・児童委員活動助成費県費補助金 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

熊本県児童福祉施設等産休等代替職員費補助金 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

保育所補助金・交付金関係 処遇改善加算その１ 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

保育所補助金・交付金関係 処遇改善加算その２ 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 調定者一覧表（納通発行） 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 変更 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 貸付決定 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 催告状 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 督促状 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還完了 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 口座不能者一覧表（納通発行） 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金貸付（償還開始） 償還開始通知 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金継続貸付第３四半期調査 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還開始前面接 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金　継続貸付 在学等届 天草広域本部福祉課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

要介護認定関係 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療・介護連携推進事業（福祉課） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域支援事業 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域リハビリテーション推進事業 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療・介護連携推進事業（福祉課） 地域会議関係 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

ＩＴインストラクター 天草広域本部福祉課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 002
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

儀式等に関する事項（記念及び
式典に限る）

平成２９年度戦没者追悼式・遺家族援護関係 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

熊本県社会福祉功労者及び団体等知事表彰 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

民生委員・児童委員研修会 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域療育関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

人事課進達文書 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

母子父子寡婦福祉資金 償還協力員 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

民生委員・児童委員 手当支払関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

在宅療養支援体制づくり 補助嘱託職員 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

特定個人情報保護関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成３０年度新聞及び図書の年間購読について 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

役員等就任関係 社協等 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

顧問就任 障がい福祉関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

年賀寄附金の配分を申請する事業に関する意見 （保育所関係） 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

高齢者福祉関係 会議・研修等 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

社会福祉法人に係る証明事務 障がい関係 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

社会福祉法人に関する各種証明 （児童） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

社会福祉法人関係 （高齢） 天草広域本部福祉課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保育所関係綴 天草広域本部福祉課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護職員初任者研修 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉施設長変更届出書 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人の現況報告書等 （保育所運営法人） 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人の現況報告書等 （老人・障がい・社協） 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 民生委員・児童委員関係 総務 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉施設（保育所）関係提出書類 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当 総務 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 母子父子寡婦福祉資金 総務 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉施設（設置・廃止・変更）届出書 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 老人の日記念事業 １００歳表彰関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ホームレス支援関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉協議会関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉総務 １ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉総務 ２ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス関係 ２ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス関係 １ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス関係 ３ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指定障害福祉サービス関係 ４ 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 課内研修関係 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算関係 執行状況・令達依頼等 天草広域本部福祉課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

天草広域本部総務部長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故の発生に関する文書
天草広域本部保健福祉
環境部長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

鳥インフルエンザ防疫対策関係 平成２９年度
天草広域本部保健福祉
環境部長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

健康食生活・食育推進評価事業
天草広域本部保健予防
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

新規採用職員トレーナー関係
天草広域本部保健予防
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員試験
天草広域本部保健予防
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係
天草広域本部保健予防
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

天草広域本部総務部長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　文書管理関係（保健予防課）
天草広域本部保健予防
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物期間満了通知 更新通知
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

簡易除却物公示関係綴
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可 No.1
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可 No.2
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可 No.3
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.1
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.2
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.3
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.4
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.5
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.6
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.7
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.8
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.9
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.10
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.11
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.12
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.13
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.14
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.15
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.16
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.17
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.18
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.19
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.20
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.21
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.22
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.23
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.24
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.25
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.26
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.27
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.28
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.29
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.30
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.31
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.32
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.33
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可 No.34
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請　① 新規・更新・変更
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可申請
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

海岸及び一般海域許可申請 海岸保全区域・一般公共海岸・一般海域
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（更新）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

海岸占用・一般海域内行為許可（更新）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

公有水面埋立変更許可 埋立区域縮小
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防指定地内行為許可・砂防設備占用許可
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（更新）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

行政財産目的外使用許可
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請　② 新規・更新・変更
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請　③ 新規・更新・変更
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用物件に係る工事届
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

屋外広告物除却届 更新通知
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

屋外広告物設置・表示届及び協議 非営利広告物の届出、公共団体からの協議
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

河川占用廃止・地位承継届
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止・承継・氏名変更届
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 未収金対策関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 032
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

国の行政処分に附随する手続
に関する事項

河川占用許可通知文 国許可分
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

公有水面埋立関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

通行規制協議書 平成２９年度分
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事変更の指示【重要な変更】
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更 維持管理調整課
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事一時中止関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障物件移設
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業に関する文書（通知）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

測量・調査・設計関係 維持時管理調整課
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

護岸雑草処理及び台湾ナギ除却作業業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇土市道への道路占用更新許可申請 川尻宇土線の照明灯他
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

一日河川パトロール 通知・報告
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

道路工事連絡協議会
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

庶務関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

宇城水防区水防災意識社会再構築協議会
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

建設統計関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告・服務状況・時間外
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

H29　非常勤職員関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

H29　事務分掌表
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

郡浦川防潮水門電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

港川防潮水門・排水機場電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

五丁川排水機場電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

住吉防潮水門電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

三角港排水機場電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

石打ダム管理所電気保安業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

石打ダム管理所浄化槽維持管理業務委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

防潮水門・樋門・排水機場管理委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

黒崎樋門操作委託
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

単価・年間購読・使用料関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

自治法派遣職員の宿舎借上げ関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

共通事務費関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 占用料返還・戻出
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

用地寄付 寄付受納・所有権移転登記
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（国道２１８号）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（国道２６６号）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（その他国道）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（主要地方道）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（一般県道）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会（河川）
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特殊車両関係（通知・照会） 道路情報便覧更新
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路管理総記 道路保全課からの通知
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

河川・海岸・港湾関係一般文書 河川課・港湾課関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもとマイ・リバー・サポート 通知・報告
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

自然保護課関係 特定外来生物対策等
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

砂防・急傾斜関係　一般文書
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ロード・クリーン・ボランティア関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調査・照会
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

水利規則に定める取水報告等
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

特殊車両通行許可協議 No.1
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

特殊車両通行許可協議 No.2
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 1年       2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

特殊車両通行許可協議 No.3
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 1年       2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

特殊車両通行許可協議 No.4
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 1年       2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

特殊車両通行照会・通知（自衛隊） 防衛庁と建設省の覚書
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

道路幅員証明
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

調査・照会
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 屋外広告物関係一般文書
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 違反広告物是正指導
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公用車関係
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川巡視結果報告　①
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川巡視結果報告　②
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域決定・変更／道路供用開始
宇城地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

硝酸性窒素削減対策関係
宇城地域振興局衛生環
境課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職務専念義務免除
宇城地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

開発行為に伴う調節池等の設置について
宇城地域振興局工務課
長

2087 ５年      2092 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治水班綴り
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路事業 交通規制
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路事業 見積もり・関係機関協議・変更指示ほか
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

港湾事業
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路事業設計書（工事・委託）
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

港湾事業設計書（工事・委託）
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧等設計書（工事・委託） 道路港湾班分
宇城地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求綴り
宇城地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係
宇城地域振興局工務課
長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知等
宇城地域振興局工務課
長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車車検
宇城地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

単価見積
宇城地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路事業 道路の区域決定・変更及び供用開始
宇城地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路引継ぎ（国道４４３号佐俣工区） 町道取付工事、旧道引継ぎに伴う協議
宇城地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

公共工事入札関係 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識関係 要望調査・道路占用許可等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　コミュニティ助成事業 宝くじ助成関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　地域づくりチャレンジ推進事業 夢チャレ、スクラム
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度　政策調整事業 局・広域本部・熊本地震対応枠
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

安全運転管理関係綴
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

職員球技大会関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

フットパスランド宇城 通知等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度　くまもと宇城・陶の会 第11回宇城の窯元めぐり
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度主要事業説明関係綴り
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

宇城地域振興局七夕飾り
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県が主催する研修会
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

他団体が主催する研修会・説明会 （保護司会定期総会関係）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

会議雑件（小林用） 会議雑件（小林用）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

人事関係 人事課通知、補職等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 009 組織、人事等に関する事項
市町村への権限移譲に関する
事項

事務・権限移譲関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

平成２９年度昇給昇格関係綴り
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務の免除
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

平成２９年度　安全衛生管理関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 蒲島賞関係つづり
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

事務局監査
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

宿舎管理 局長宿舎借上げ
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

宿舎管理 局次長宿舎借上げ
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

定期購読等関係綴
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員・会計職員・物品検査員任免
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

釣銭資金保管簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 窓口領収記録簿兼レシート綴　№１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 窓口領収記録簿兼レシート綴　№２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 窓口領収記録簿兼レシート綴　№３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 現金出納簿（県税）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 現金出納簿（手数料）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 県税払込授受簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 手数料払込授受簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 手数料　№１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 手数料　№２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 手数料　№３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 庁舎等の使用許可に係る管理経費
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告兼記録簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（一般需要費） 支出調書（一般需用費）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

財産管理（目的外使用許可、貸付け等に限る） 行政財産の目的外使用許可
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品関係 物品関係綴（取得、不用決定、廃棄等）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品関係綴
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 消防関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 宇城地域振興局会議室使用要領
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 017 005
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

執務室管理に関する事項 宇城地域振興局空調方針
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

宇城総合庁舎裏側駐車場等復旧工事
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書管理関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

インターンシップ研修・出前講座関係綴 インターンシップ研修・ウキ宇城出前講座
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

各種証明 在職証明・雇用証明等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 一般用　№１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 一般用　№２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 一般用　№３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 一般用　№４
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 継続検査用　№１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 継続検査用　№２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 継続検査用　№３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 継続検査用　№４
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書 欠番綴
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

酒類販売業免許申請納税証明伺い簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

観光・物産関係 通知、照会等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年　熊本県観光統計調査
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

商工業関係 照会・回答、総会対応等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度　各課照会 企画、文化行政関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

賃金・報酬関係 通知等（経理出納班）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

総務事務センター関係 通知等（経理出納班）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

雑件綴り（小林用） 雑件綴り（小林用）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成29年度　過疎関係 過疎地域自立促進計画（三角、美里）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

火の国未来づくりネットワーク
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一般競争入札関係（工事） 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計課からの通知・報告 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 管理調達課からの通知・報告 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務事務センターからの通知・報告 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他の課からの通知・報告 経理出納班
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建設工事関係通知綴 例規・指名停止・記載事項変更等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 税務関係通知・報告
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 宇城総合庁舎電話代に係る請求書の原本証明
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・照会等 雑件
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件通知・照会等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消防関係 協議会・その他の通知等
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特定個人情報（監査他）
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札関係 ＩＣカード更新
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 課税申告書等受付発送簿
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 109 001 課税に関する事項 課税の登録 自動車二税減免関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

マイナンバー関係
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 一般税
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№４
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№５
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№６
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№７
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№８
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№９
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１０
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１２
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１３
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１４
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税　№１
宇城地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

宇城地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次宇城地域保健医療計画策定関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

社会福祉法人定款認可申請書関係綴
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　新規認定１
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　有期認定２
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　住所等変更
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　所得状況届
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　資格喪失・額改定
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　通知文関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　受付処理簿
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

指定申請書
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

戦傷病者特別援護関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

行政財産使用許可
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　新規認定２
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　有期認定３
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当　有期認定１
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ハートフルパス交付申請関係 1年未満
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ハートフルパス交付申請関係 1年以上
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険事業所変更届 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

自立支援医療及び身障法による医師・医療機関の届
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

第二種社会福祉事業届出 児童福祉
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書関係綴
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

変更届出書 障害福祉
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

施設（保育所）設備変更届
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護職員初任者研修事業関係綴り 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

児童福祉施設（保育所）定員変更届
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

母子父子寡婦福祉資金貸付資格喪失届
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

変更届出書№2 障害福祉
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査 １
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育所関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所等指導監査 ２
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設給付費（保育所運営費）関係 処遇改善等加算１
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

産休代替職員任用関係 保育所
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

施設給付費（保育所運営費）関係 処遇改善等加算２
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域リハビリテーション広域支援センター関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域密着リハビリテーションセンター関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療支援体制づくり事業 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　レジオネラ症関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　介護保険認定審査会関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　介護保険認定調査関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　介護保険主治医研修関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　介護保険関係　事故報告 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　介護老人保健施設等関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

養護老人ホーム入所関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

老人の日記念品関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

認知症対策関係文書綴り 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

第７次宇城地域保健医療計画策定関係データ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

表彰関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

表彰関係（社会福祉）
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

高齢者関係綴り 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

民生委員研修会関係綴
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

在宅医療関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係（特例勤務・休暇等） 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

宇城地域振興局総務福祉関係業務非常勤職員採用関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

母子父子寡婦福祉資金償還協力員関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

定期異動関係（総務福祉課）
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 014 019
予算、決算及び監査に関する事
項

県庁内部の調査（検証）に関す
る事項

特定個人情報に関する監査関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 登録免許税法の不動産使用証明関係綴
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 平成29年度　物品取扱規則 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部及び部内事務の連絡調整・各種照会
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保健所長会及び各種会議関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

福祉総合情報システム関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

消費生活関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 民生委員・児童委員 通知等関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害救助用備蓄物資関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災・災害待機関係 （総務福祉課）
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務関係 総務事務センター・人事課等
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健所関係（医療政策課） 電子データのみ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健所関係（健康危機管理課） 電子データのみ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健所関係（救急医療・災害医療） 電子データのみ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健所関係（健康福祉政策課） 電子データのみ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係 １
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障害関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事故連絡書（障がい福祉）
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年育成
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庁舎管理
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 宇城地域療育ネットワーク会議関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 安全衛生関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＯＡ関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 研修関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計経理関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 統計関係通知 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国保・高齢者医療課関係通知 電子データのみ
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害関係綴 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本地震に関すること 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 文書管理関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　定期監査関係 総務福祉課
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＤＶ対策関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 要保護児童対策・DV対策地域協議会
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当　監査関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ホームレス関係綴り
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 男女参画・協働推進関係
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係 ２
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係 ３
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい関係№2
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい関係№3
宇城地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

家畜人工授精師免許関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

攻めの園芸生産対策事業 補助金
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 補助金
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

えづけＳＴＯＰ！鳥獣被害対策事業 補助金
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

果樹競争力強化推進事業 補助金
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域特産物産地づくり支援対策事業 補助金（県単）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 補助金（県単）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

熊本型樹園地集積モデル事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

台風被害農産物生産復旧支援事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと土地利用型競争力事業（低コストパイロット）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

飼料用米等利用拡大支援事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本型高度環境制御技術構築事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

H29地域振興局政策調整事業（いぐさ輸出促進支援）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

勲章・褒章関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

病害虫防除
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農薬安全使用
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

花き振興
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

果樹調査 果樹生育状況、果樹振興実績等の調査
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農業団体の育成・指導に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

宇城地方青年農業者クラブ ４Ｈ総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 使用備品整理簿
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

普及情報
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度攻めの園芸生産対策事業 総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 生産総合事業（強い農業づくり交付金関係） 総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜生産振興および技術・経営指導 総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木質バイオマス等エネルギー対策事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 燃油高騰緊急対策事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施設野菜安定生産緊急対策事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業用廃プラスチック類処理に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 産地パワーアップ事業 通知または報告に関する事項
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫に関する事 通知または報告に関する事
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 肥料・農薬展示ほ（総括）に関すること 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産（総括）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫
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宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 無人航空機空中散布関係 （無人ヘリコプター防除等）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新規採用職員等研修
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹振興 果樹振興
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 試験研究機関関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業共済組合に関すること 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業気象災害等に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業関連 総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営所得安定対策に関すること 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米の需給調整及び適正流通に関すること 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域営農生産組織に関すること 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米・麦・大豆生産振興関係　その１ （米・麦・大豆）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米・麦・大豆生産振興関係　その２ （米関係）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農山漁村の夢プラン作成支援事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと里モンﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推進事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性農業者等元気づくり事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 宇城・上益城地域統一共進会綴り
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 宇城地域活性化協議会
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業機械・農作業安全関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業関係 通知又は報告に関する文書
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農政関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域等ＪＡ参入営農モデル事業 総記
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 飼料用米等生産拡大加速化事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業気象にかかる技術指導に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間農業モデル地区支援事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域特産物関係 （茶・い草・その他）
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 震災復興地域食材等販路開拓支援事業
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとふるさと食の名人
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業等の農業参入関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＩＴインストラクター及びＯＡ機器の管理に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導計画
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 加工組織、農産物直売所等の実態調査
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪農・肉用牛生産近代化計画
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜の産地強化計画・指定産地に関すること
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車管理手続き関係
宇城地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成２９年度中山間地域サポート推進事業関係綴り むらづくり課
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

美里地区中山間地域総合整備事業協議関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

不知火中腹３期地区農道整備事業（基幹農道）第2号工 基幹農道　第0124-0-102号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）第２号工事 平成２８年度　湛防　第００６６－０－１０２号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川南部地区農村地域防災減災事業（湛防）第１号工事 平成２８年度　湛防　第００７２－０－１０１号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

美里地区中山間地域総合整備事業予算関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工区分割報告書・申請書 農地整備課整備調整班所管事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度地域密着型農業基盤整備事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）第５号工事 平成２８年度　湛防　第００６６－０－１０５号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）第４号工事 平成２８年度　特定管第００３０－０－１０４号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）第５号工事 平成２８年度　特定管第００３０－０－１０５号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）第６号工事 平成２８年度　特定管第００３０－０－１０６号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）第７号工事 平成２８年度　特定管第００３０－０－１０７号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第6号業務
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鐙ケ鼻ため池（上池）地区県営農地等災害復旧事業 第1号工事　県営災　第0067-0-101
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鐙ヶ鼻ため池（下池）地区県営農地等災害復旧事業 第1号工事　県営災　第0068-0-101号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第５号業務
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土八水地区基幹ストマネ事業協議関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山の坊地区ため池整備事業関係綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土八水地区基幹ストマネ事業第４号工事 水利ストック　第００２７-０-１０４号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

美里地区中山間地域総合整備事業第３号工事
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）第８号工事
平成２９年度　特定管　第００３０－０－１０８
号

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第４号工事 平成２８年度　湛防　第００６５－０－１０４号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第５号工事 平成２９年度　湛防　第００６５－０－１０５号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第６号工事 平成２９年度　湛防　第００６５－０－１０６号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第７号工事 平成２８年度　湛防　第００６５－０－１０７号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第８号工事
平成２８年度債務　湛防　第００６５－０－１０
８号

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

雄亀滝地区地域用水環境整備事業1号工事 歴史的保全　第0004-0-101号
宇城地域振興局農地整
備課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）第３号工事
平成２８年度　湛防　第００６６－０－１０３号
合併

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）第６号工事
平成２８年度　湛防　第００６６－０－１０６号
合併

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）第４号工事
平成２８年度　湛防　第００６６－０－１０４号
合併

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

松原地区農村地域防災減災事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管）見積綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川南部地区農村地域防災減災事業（湛防）第２号工事 平成２９年度　湛防　第００７２－０－１０２号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川北部地区農村地域防災減災事業（湛防）関係綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第８号業務
大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事
業第８号業務

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川中央地区農村地域防災減災事業（湛防）第1号工事 湛防　第0071-0-101号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川南部地区農村地域防災減災事業（湛防）第３号工事 平成２９年度　湛防　第００７２－０－１０３号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 道路占用申請綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川南部地区農村地域防災減災事業（湛防）第４号工事 平成２９年度　湛防　第００７２－０－１０４号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇城海岸地区農村地域防災減災事業第１号工事 大口樋門付帯工
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇城海岸地区農村地域防災減災事業 大口樋門
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

豊川南部地区農村地域防災減災事業（湛防）第５号工事 平成２９年度　湛防　第００７２－０－１０５号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

不知火中腹3期地区農道整備事業(基幹農道) 基幹農道第０１２４－０－１０４号
宇城地域振興局農地整
備課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第９号工事
平成２９年度債務　湛防　第００６５－０－１０
９号

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

北新田地区地域密着型農業基盤整備事業第１号工事 地域密着　第0165-0-101号
宇城地域振興局農地整
備課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大河洲地区地域密着型農業基盤整備促進事業第１号工事 施行設計書
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宇土北部3期地区関係機関協議資料 国交省　ＪＲ熊本　宇土市
宇城地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業　関係機関協議綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第１０号工事 湛防　第００６５－０－１１０号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第１１号工事 湛防　第００６５－０－１１１号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

網田海岸地区海岸保全事業第１号工事(繰越)
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

宇城管内海岸地区地域密着型農業基盤整備事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

豊川中央地区農村地域防災減災事業（湛防）第2号業務 平成28年度　湛防　第0071-0-202号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

亀松地区農村地域防災減災事業（湛防）第１号業務委託
平成28年度債務　湛防　第００６５－０－２０１
号

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

豊川中央地区農村地域防災減災事業（湛防）第1号業務 家屋事前調査（排水路1工区）
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

山の坊地区農村地域防災減災事業（湛防）第１号委託 平成２９年度　ため池　第０１２２－０－２０１号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

山の坊地区農村地域防災減災事業（湛防）第２号委託 平成２９年度　ため池　第０１２２－０－２０２号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 第１号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 第２号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 第３号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 第４号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

砥用地区農村地域防災減災事業（特定管） 第５号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

宇城海岸地区農村地域防災減災事業（海岸効果促進） 第1号業務委託　潮遊池浚渫工実施設計
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

美里地区中山間地域総合整備事業第９号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

宇土南部２期地区農道整備事業（基幹農道） 第１号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

宇城海岸地区農村地域防災減災事業(海岸効果促進) 第１号業務委託関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第７号業務 担い手畑総第００２９－０－２０７合併
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大口西部地区担い手育成畑地帯総合整備事業第８号業務 担い手畑総　第0029－0－208号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

松原地区農村地域防災減災事業（湛防）第1号業務委託 湛防　第0073-0-201号
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

美里地区中山間地域総合整備事業第10号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

豊川中央地区農村地域防災減災事業（湛防）第2号業務 湛防　第0071-0-202号
宇城地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

美里地区中山間地域総合整備事業第11号業務委託
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

郡浦3期地区農道整備事業（基幹農道）第1号業務委託 平成29年度基幹農道第０１２０－０－２０１
宇城地域振興局農地整
備課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

県営土地改良事業等市町村負担金・分担金
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇城海岸地区土地改良施設等維持管理事業(海岸) 第１号業務委託【雑草雑物除去業務】宇土市
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇城海岸地区土地改良施設等維持管理事業(海岸) 第２号業務委託【雑草雑物除去業務】宇城市
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇城海岸地区土地改良施設等維持管理事業(海岸) 第３号業務委託【操作点検業務】宇土市
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇城海岸地区土地改良施設等維持管理事業(海岸) 第４号業務委託【操作点検業務】宇城市
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

平成２９年度土地改良施設等維持管理事業第１号業務委 網田潮位観測局保守点検業務
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

宇城地区単県農地防災施設管理事業第１号工事
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

土地改良財産の他目的（用途）使用許可について 【平成29年分】
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度　単県海岸樋門等維持管理事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度地域密着型農業基盤整備事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度農山漁村地域整備交付金関係綴り
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度熊本県農業農村整備推進交付金綴り
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　団体営農地等災害復旧事
【採択申請書・補助金申請・概算払い・実績報
告】

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　団体営農地等災害復旧事業 【事務文書】
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　団体営農業農村整備事業
【採択申請・補助金申請・概算払い・実績報
告】

宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度　団体営農業農村整備事業 【事務文】
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

中山間地域農地集積促進事業関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度農業農村整備推進交付金事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農村地域防災減災事業関係綴り
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成30年度団体営農業農村整備事業関係綴り 採択申請書～実績報告
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成30年度団体営農村地域防災減災事業関係文書 ため池HM作成　新規採択申請～実績報告
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　むらづくり課関係文書綴り
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

担当者会議
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

雄亀滝橋検討委員会関係 設置要綱等
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 熊本地震に係る治自体派遣職員関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

登記嘱託関係
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 014 013
予算、決算及び監査に関する事
項

予算繰越に関する事項（国庫支
出金に限る）

農村地域防災減災事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

用地関係綴
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

緑川農業用水堰連絡協議会関係 （県庁農村計画課、協議会）
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係綴りNO.1
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地整備課・むらづくり課関係綴り 平成２９年度
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　熊本県ふるさと・水と土事業
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保全班関係文書
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大口西部地区農業農村活性化計画
宇城地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

食育関係綴り 食育の推進・普及啓発
宇城地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員の任用について
宇城地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

平成２９年度災害時保健医療体制整備に関すること
宇城地域振興局保健予
防課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地協議
宇城地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

協議文書
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

提出文書
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成29年度印鑑証明書無料交付
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附に関する文章
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

平成29年度印鑑証明書無料交付
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記事務関係
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 010 財産又は物品に関する事項
財産（不動産・物品以外）取得に
関する事項

不動産鑑定
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

その他期間からの紹介文等
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

その他
宇城地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

用地対策課からの照会文等
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

その他機関からの照会文等
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 官公庁からの通知・照会 官公庁からの通知・照会
宇城地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

野生鳥獣関係綴
第１２次鳥獣保護管理計画と第２種特定鳥獣
管理計画

宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

自然公園許認可関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成３０年度治山計画概要書
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成３０年治山実施計画書
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林道施設災害復旧事業 平成２９年度発生
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木事業　損失補償綴 検査員任命
宇城地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木工事に係る見積依頼関係　綴 治山・林道
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

市町村営林道開設事業関係 （早楠線）美里町営林道
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林・林業・木材産業基盤整備交付金 早楠線林道開設
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林道台帳 宇城市　美里町
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係書類
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林道工事 平成28年度繰越　平成29年度現年
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山繰越関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林道事業計画関係 県営洞岳線　美里町営早楠線　ほか
宇城地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

単県治山事業（市町村営）関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県有害鳥獣被害対策事業関係綴 補助事業
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本県特定鳥獣適正管理事業関係綴 補助事業
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

癒しの森整備支援事業関係綴 補助事業
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

保安林整備事業文書綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

学びの森活動推進事業 補助事業
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水とみどりの森づくり活動支援事業 県民応募型
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

九州自然歩道清掃管理委託関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

自然公園・自然環境関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

造林間伐補助事業関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと木材利活用推進関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業普及指導関係綴 森林集約化・普及関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業研究指導所関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

林務課会議関係 担当者会議等
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求関係綴り 林務課関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員採用関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

林務課人事関係 事務分掌等
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度定期監査綴り 林務課関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 被服貸与及び年間購読関係綴り
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

狩猟免許更新関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

狩猟免許関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

狩猟者登録関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

治山事業一般文書綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係綴 有害鳥獣捕獲許可　綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係綴 ガンカモ生息調査
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係綴 むらづくり課関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野生鳥獣関係綴 タイワンリス協議会
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係綴 地域森林計画再編関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり推進関係一般文書綴 みどり推進・森林病害虫関係
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産樹芸関係綴
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業一般文書　綴 通知・調査等
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課一般文書 通知・調査等
宇城地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

宇城地域振興局次長 2017 001 013 018 組織、人事等に関する事項
職員の公務災害負担金に関す
る事項

公務災害認定請求に係る資料 県央・宇城農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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宇城地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

平成29年度発生交通事故 県央・宇城農林部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の服務 県央・宇城農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 公務災害認定請求に係る資料の提出 県央・宇城農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

公務災害認定請求に係る資料 県央・宇城農林部長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

宇城地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 ３６協定(宇城） 協定・覚書
県央宇城保健福祉環境
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

平成２９年度法令に基づく職の発令 県央・上益城福環部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

育児休業代替職員職員任用 県央・上益城福環部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

平成２９年度組織編成及び配置定数 県央・上益城福環部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

平成２９年度人事評価関係綴り 県央・上益城福環部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 012 組織、人事等に関する事項
職員の懲戒又は分限に関する
事項

勤務実績の改善を要する職員の研修・指導 県央・上益城福環部長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 012 組織、人事等に関する事項
職員の懲戒又は分限に関する
事項

懲戒処分等関係綴 県央・上益城福環部長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害関係綴 県央・上益城福環部長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員交通事故関係綴 県央・上益城福環部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 各種休暇関係綴 県央・上益城福環部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康診断関係綴り 県央・上益城福環部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 長時間勤務による健康障害防止対策関係綴 県央・上益城福環部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 36条協定 県央・上益城福環部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

保健福祉環境部事務分掌表綴 県央・上益城福環部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 職員表彰の推薦 県央・上益城福環部長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

都市計画法第３２条に基づく開発同意
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路工事施工承認
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物許可申請 屋外広告物表示、設置許可・協議
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

屋外広告物許可申請 屋外広告物表示、設置届出書
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

河川法許可綴 24条・26条申請
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

急傾斜地崩壊危険区域内行為許可綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

砂防指定地内行為・設備占用許可綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路法第４６条通行規制及び第９５条協議
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

道路工事施行箇所夜間パトロール関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

熊本都市計画道路関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2019 ５年      2024 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可協議書・通行通知書 協議
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可協議書・通行通知書 通知書
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両管理
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両許可
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行照会
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

都市公園使用・占用許可申請書 （テクノ中央緑地）
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路施設維持管理に関する届出書 道路占用物件に係る工事届
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

建設工事施行統計調査に関すること
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

建設工事受注動態統計調査
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

屋外広告物管理綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

道路建設促進期成会関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

急傾斜地崩壊危険区域の申請
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示（重大なもの）
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

重変協議資料 ２８災補河第６３９６号上滑川
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示（重大なもの） ２８災補河第6396-0-102号上滑川他合併
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

道路管理瑕疵関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

河川管理 国有財産使用申請等
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

道路管理
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

道路管理
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

都市公園管理綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

ロード・クリーン・ボランティア
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

くまもとマイ・リバー・サポート
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

河川管理綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

砂防管理綴
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

道路法６８条に基づく家屋解体事業 熊本地震関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

道路用地寄付・受納
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

矢形川（嘉島町）廃川処理
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

廃道処分関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

矢形川公用廃止関係（嘉島町下六嘉）
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

国道218号（山都町入佐）廃道処分関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事現場立入点検
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害報告関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県道熊本高森線（杉堂地区） 通行規制関係資料綴り
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地籍関係資料の交付について
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用途指定財産の利用状況等調査 方ヶ野急傾斜地
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 電柱移転
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 維持調整班
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水防関係資料
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建設事故関係 （維持調整班）
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 単県要望関係文書
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 法定外公共物用途廃止申請書
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ２０１８年上益城土木部管内概要作成業務
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 危機管理マニュアル
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 水防関係
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

見積徴収依頼
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域指定・変更
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 国有林野貸付申請
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 御船川（堤防兼用道路・国道445号）河川占用申請
上益城地域振興局維持
管理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除申請 薬物乱用防止指導員協議会
上益城地域振興局衛生
環境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次地域保健医療計画策定
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次地域保健医療計画関係資料 国通知・統計資料等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療関係（総務企画課） 在宅医療関係（総務企画課）
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

御船保健所（診療所）にかかる届出 知事公印を要する手続き
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

退蔵水銀含有製品一掃事業 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

健康福祉部等研修関係 通知
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 支出科目の更正（修正） 総務企画課
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係 報告等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品関係（総務企画課） 物品の処分等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

保健福祉環境部業務概要関係
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係 各課からの通知・照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係 各課からの通知・照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 1年       2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

時間外勤務実績報告及び特配 健康福祉政策課関係（総務企画課）
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本地震デジタルアーカイブに係る資料提供
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 やさしいまちづくり関係 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全・防犯関係 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 行政文書管理関係（総務企画課分） 通知・照会及び回答
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算・経理関係 各課からの通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算・経理関係 各課からの通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 3年       2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報化推進関係 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有財産関係 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害救助法関係 （災害医療関係を除く）
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権関係 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 アスベスト石綿健康被害救済制度の申請関係 環境保全課関係
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 表彰関係 総務企画課関係
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消費生活関係 通知及び照会等（消費生活課）
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境関係（環境保全課） 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年保護育成関係（くらしの安全推進課） 通知及び照会等
上益城地域振興局総務
企画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成29年度夢チャレ関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度　地域づくり応援負担金
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度　スクラムチャレンジ推進補助金 緑川流域広域連携事業
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成30年度コミュニティ助成事業以外
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成30年度コミュニティ助成事業
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成29年度過疎地域関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度日向往還里歩き広域連携事業
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　上益城地域ブランド化戦略
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度　観光物産振興
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

上益城地方災害対策会議及び水防区連絡会
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要事業説明会
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域本部・地域振興局政策調整事業
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

災害待機関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

局長室行事
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

上益城地域観光復旧情報発信事業
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

選挙関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

優良功労者表彰
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成29年度男女共同参画関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

上益城地域振興局未収金対策会議
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

平成29年度文化・企画関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

大規模土地取引関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

人事関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 006 組織、人事等に関する事項 再任用に関する事項 再任用職員関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 009 組織、人事等に関する事項
市町村への権限移譲に関する
事項

事務・権限移譲関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給昇格関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通安全関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職専免
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 平成２９年度　職務専念義務免除関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

職員研修
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 025 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当に限る）

平成２９年度職員球技大会関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 定期健診事後指導関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員報酬
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤嘱託職員関係綴 出納事務及び税務窓口関係非常勤嘱託職員
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 非常勤職員関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 職員表彰
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

Ｈ２９　監査関係 Ｈ２９　監査関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名審査会関係綴
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員、会計職員、検査員等に関する綴り 任免手続き等
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 平成29年度　窓口領収金レシート綴 平成29年度　窓口領収金レシート綴
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入調定書　　総務 平成２９年度　収入調定書　　総務
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入未済一覧表　　総務 平成２９年度　収入未済一覧表　　総務
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入消込通知　(歳出分） 平成２９年度　収入消込通知（歳出分）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入消込通知　(歳入分） 平成２９年度　収入消込通知（歳入分）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入調定書（納税証明書手数料）ＮＯ１
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 平成２９年度　収入調定書（納税証明書手数料）ＮＯ２
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 平成29年度　証紙消印実績報告書兼記録簿 平成29年度　証紙消印実績報告書兼記録簿
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 報償費、報酬関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 工事関係通知等綴
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 一般競争入札関係（工事）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 一般競争入札関係（業務委託）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　一般需用費　ＮＯ１
平成２９年度　支出負担行為書　　一般需用
費　ＮＯ１

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　一般需用費　ＮＯ２
平成２９年度　支出負担行為書　　一般需用
費　ＮＯ２

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　年間購読 平成２９年度　支出負担行為書　　年間購読
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　一般役務費
平成２９年度　支出負担行為書　　一般役務
費

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　その他の節
平成２９年度　支出負担行為書　　その他の
節

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　４月分 平成２９年度　支払証拠書類　　４月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　５月分 平成２９年度　支払証拠書類　　５月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　６月分 平成２９年度　支払証拠書類　　６月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　７月分 平成２９年度　支払証拠書類　　７月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　８月分 平成２９年度　支払証拠書類　　８月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　９月分 平成２９年度　支払証拠書類　　９月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　１０月分 平成２９年度　支払証拠書類　　１０月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　１１月分 平成２９年度　支払証拠書類　　１１月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　１２月分 平成２９年度　支払証拠書類　　１２月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　１月分 平成２９年度　支払証拠書類　　１月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　２月分 平成２９年度　支払証拠書類　　２月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　３月分 平成２９年度　支払証拠書類　　３月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　　Ｈ３０．４月分 平成２９年度　支払証拠書類　　Ｈ３０．４月分
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　負担金　補助金及び交付金
平成２９年度　支出調書　負担金　補助金及
び交付金

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　一般役務費 平成２９年度　支出調書　一般役務費
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　一般需用費　追録代
平成２９年度　支出調書　一般需用費　追録
代

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　一般需用費　単価契約分
平成２９年度　支出調書　一般需用費　単価
契約分

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ１ 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ１
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ２ 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ２
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ３ 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ３
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　(車両） 平成２９年度　支出負担行為書　　(車両）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　　(歳入） 平成２９年度　予算執行表　　(歳入）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０１
平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０
１

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０２
平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０
２

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０３
平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０
３

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０４
平成２９年度　支払証拠書　福祉関係　　Ｎ０
４

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　　(歳計外） 平成２９年度　予算執行表　　(歳計外）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　払込内容変更依頼書 平成２９年度　払込内容変更依頼書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出負担行為書　　使用料・賃借料
平成２９年度　支出負担行為書　　使用料・賃
借料

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　その他の節 平成２９年度　支出調書　　その他の節
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　一般需用費　その他
平成２９年度　支出調書　　一般需用費　その
他

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　委託料　保健所 平成２９年度　支出調書　　委託料　保健所
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　福祉委託料 平成２９年度　支出調書　　福祉委託料
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　福祉扶助費 平成２９年度　支出調書　　福祉扶助費
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　　報償費　旅費 平成２９年度　支出調書　　　報償費　旅費
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　報酬　報償費　旅費　１
平成２９年度　支払証拠書類　報酬　報償費
旅費　１

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支払証拠書類　報酬　報償費　旅費　２
平成２９年度　支払証拠書類　報酬　報償費
旅費　２

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　報酬　(保健所） 平成２９年度　支出調書　　報酬　(保健所）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　報酬　(福祉課） 平成２９年度　支出調書　　報酬　(福祉課）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　支出調書　　報酬　(林務課） 平成２９年度　支出調書　　報酬　(林務課）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ４ 平成２９年度　予算執行表　(歳出）　　ＮＯ４
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

平成２９年度　資金前渡精算書綴 平成２９年度　資金前渡精算書綴
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 平成２９年度　更正決定書　　(支出） 平成２９年度　更正決定書　　(支出）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手振出済通知受領書綴 小切手振出済通知受領書綴
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 平成２９年度　戻出決定書 平成２９年度　戻出決定書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 平成２９年度　戻入決定書 平成２９年度　戻入決定書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 平成２９年度　歳入整理表 平成２９年度　歳入整理表
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　支払確認表 平成２９年度　支払確認表
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　債権債務者登録 平成２９年度　債権債務者登録
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　歳出整理表 平成２９年度　歳出整理表
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト　　(戻入） 平成２９年度　伝票確認リスト　　(戻入）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト　　(更正） 平成２９年度　伝票確認リスト　　(更正）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト　　(負担行為） 平成２９年度　伝票確認リスト　　(負担行為）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト 平成２９年度　伝票確認リスト
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　資金前渡整理簿 平成２９年度　資金前渡整理簿
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　直接支払番号入力確認表 平成２９年度　直接支払番号入力確認表
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　債権債務者登録(変更）関係 平成２９年度　債権債務者登録(変更）関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト　　(戻出） 平成２９年度　伝票確認リスト　　(戻出）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 平成２９年度　伝票確認リスト（資金前渡精算書）
平成２９年度　伝票確認リスト（資金前渡精算
書）

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

平成２９年度　歳入歳出外現金(基金）受払整理表
平成２９年度　歳入歳出外現金(基金）受払整
理表

上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　釣銭資金保管簿(手数料） 平成２９年度　釣銭資金保管簿(手数料）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　県税払込授受簿(手数料） 平成２９年度　県税払込授受簿(手数料）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　現金出納簿(窓口） 平成２９年度　現金出納簿(窓口）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　釣銭資金保管簿(窓口） 平成２９年度　釣銭資金保管簿(窓口）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　県税払込授受簿(窓口） 平成２９年度　県税払込授受簿(窓口）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　現金出納簿(手数料） 平成２９年度　現金出納簿(手数料）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 物品関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成２９年度　取得物品引継書 平成２９年度　取得物品引継書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品管理関係綴り
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 平成２９年度　使用備品整理簿 平成２９年度　使用備品整理簿
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品関係文書 物品関係文書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 005
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

執務室管理に関する事項 衛生・安全管理関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

文書管理関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

二役挨拶文関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度　納税証明書　一般　ＮＯ１ 平成２９年度　納税証明書　一般　ＮＯ１
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度　納税証明書　一般　ＮＯ２ 平成２９年度　納税証明書　一般　ＮＯ２
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度　納税証明書　継続検査用 平成２９年度　納税証明書　継続検査用
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　観光総記
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　観光標識関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度　商工・労働関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度地域振興課関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度火の国未来づくりネットワーク
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度地域づくり関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広報関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

観光統計
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

平成29年度地方創生関連
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成29年度広報誌綴り
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成29年度雑件（各課・外部）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 税務関係文書 税務関係文書
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 義援金関係綴り ２８年熊本地震等
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経理関係綴 会計課、管理調達課からの通知等
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事関係綴 監理課からの通知等
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 観光標識に係る道路占用許可更新等
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

情報企画課関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

インターンシップ関係（障がい者）
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

人事交流
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

源泉徴収関係（マイナンバー制度） マイナンバー制度関係
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 平成２９年度　窓口徴収明細書 収入日計表　一般税
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 平成２９年度　窓口徴収明細書 収入日計表　自動車税１
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 平成２９年度　窓口徴収明細書 収入日計表　自動車税　２
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 平成２９年度　窓口徴収明細書 収入日計表　自動車税　３
上益城地域振興局総務
振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給昇格内申 １月昇給内申
上益城地域振興局土木
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務及び休日勤務に関する協定 ３６協定の締結
上益城地域振興局土木
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通事故関係 交通事故等報告
上益城地域振興局土木
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

水防関係 水防待機
上益城地域振興局土木
部長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

家畜人工授精師免許関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

家畜商・家畜商講習会関係文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 中山間地域等組織化支援
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 低コストパイロット地区支援
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 地域営農組織育成支援
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域特産物産地づくり支援対策事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

鳥獣被害防止対策事業（交付金）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

畜産クラスター事業 上益城地域農業畜産クラスター協議会
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

畜産クラスター事業 総記
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

環境保全型農業総合支援事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

放牧活用型草原等再生事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

畜産クラスター事業 熊本県おいしいたまご振興会（補助金）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金①（９月６日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 10年      2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金②（１２月１日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金③（１２月１日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金④（１２月１日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑤（１２月１日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 10年      2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑥（２月８日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑦（３月１５日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑧（３月２３日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑨（３月２３日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 10年      2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 農業近代化資金⑩（３月２９日承認）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 青年等就農資金に係る意見書①
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 10年      2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 青年等就農資金に係る意見書②
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金 青年等就農資金に係る意見書③
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2021 １０年    2031 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度台風被害生産施設復旧対策事業 経営体育成支援事業＋県単事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

被災農業者向け経営体育成支援事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

経営体育成支援事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

担い手確保・経営強化支援事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県中山間農業モデル事業（補助金）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業近代化資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業経営負担軽減支援資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

その他農業制度資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

その他農業制度資金 経営体育成強化資金④（４月２６日意見書）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの米・麦・大豆魅力発信・競争力強化事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

とびだせトップグレード米戦略事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度攻めの園芸生産対策事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水稲関係総記
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

大豆関係総記
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

営農組織育成関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

経営安定所得対策関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水稲種子生産対策
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水稲奨励品種決定調査事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

人権啓発関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと里モンプロジェクト推進事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ふるさと・農地未来づくり運動
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

上益城地域農業振興協議会 上益城地域農業振興協議会
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度台風被害農産物生産復旧支援事業 ソフト事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

茶の燃油価格高騰緊急対策事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

農林水産業各種表彰（勲章・褒章等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

農業コンクール関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

農林水産業各種表彰（勲章・褒章等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 再任用職員の勤務計画
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 015
予算、決算及び監査に関する事
項

未収金に関する事項 農業制度資金 農業改良資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 015
予算、決算及び監査に関する事
項

未収金に関する事項 農業制度資金 農業改良資金
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 過年度支出
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 県有物品の貸付関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係綴
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農林水産政策課関係事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

関係事業 むらづくり課関係事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

団体支援課（通知文書等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農地・担い手支援課（通知文書等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

むらづくり課（通知文書等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

流通アグリビジネス課（通知文書等）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

農業団体関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

庶務関係綴
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

農業団体関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶業総括 通知または報告に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産物総括 通知または報告に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 OAインストラクター関係 通知または報告に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜　総記 通知または報告に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と水を育む農業育成事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度野菜関係調査
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 植物防疫関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定 エコファーマー認定（更新）申請
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 燃油高騰緊急対策事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係綴
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 団体支援課関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹一般文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 むらづくり課関係事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地・担い手支援課関係事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 流通アグリビジネス課関係事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 産地パワーアップ事業 通知または照会に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産振興総記 通知・照会・依頼（その１）
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業技術課関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業機械・農作業安全関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及活動月報 通知及び照会
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上益城地方青年農業者クラブ連絡協議会 通知又は報告に関すること
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 強い農業づくり交付金 通知・照会
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導協力委員関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　農業用廃プラスチック適正処理関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　試験研究関係
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成28年産果樹振興実績
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積加速化事業
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上益城地方青年農業士協議会 通知・報告に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農畜産物輸出拡大施設整備事業 通知・照会に関する文書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

パソコン等変更使用申請書
上益城地域振興局農業
普及振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

農業農村整備事業管理計画 上益城地域振興局管内
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成２８年団体営災害受託工事協定 平成２８年団体営災害受託工事協定
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

会計検査
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新規（県営）事業地区の計画・調査
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度調査関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中横田地区地域密着型農業基盤整備事業第１号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

矢部南部地区中山間地域総合整備事業第１９号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中島地区中山間地域総合整備事業第１４号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第26号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度見積関係
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上益城中央２期地区中山間地域総合整備事業第51号工
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第２４号工事 御登地区
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第８号工事 飯野16地区
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

井寺地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 第５号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第28号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大切畑地区県営農地等災害復旧事業(明許)第６号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川法に基づく申請関係（平成28年災関連） （県管理河川　木山川・岩戸川）
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第５号工事 広安４地区、８地区
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第30号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29　第二糸田地区かんがい排水事業第８号工事 (有)山形工務店
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

井寺地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 第５号業務委託　設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

（再）矢部南部地区中山間地域総合整備事業第20号工 随意契約発注
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第９号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29　第二糸田地区かんがい排水事業第５号業務委託 株式会社ホープ建設コンサルタント
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１０号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

嘉島町地区農地等災害復旧受託事業第５号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

嘉島町地区農地等災害復旧受託事業第２号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

嘉島町地区農地等災害復旧受託事業第１号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

嘉島町地区農地等災害復旧受託事業第３号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

嘉島町地区農地等災害復旧受託事業第４号工事設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第２９号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第２７号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

業務委託成績評定閲覧簿 【県央広域本部農林部農地整備課】
上益城地域振興局農地
整備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第２６号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

地域密着農業基盤整備事業第1号工事 乙女・大沢水地区・和田内地区
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29　上野地区障害防止事業第２号工事 (株)矢部開発
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１１号業務委託 御登地区　家屋調査
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二糸田地区県営かんがい排水事業第8号工事 (有)山形工務店
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二糸田地区県営かんがい排水事業第7号工事 (有)山形工務店
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上益城中央2期地区中山間地域総合整備事業 第５２号工事　　矢部開発株式会社
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１５号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上野地区障害防止事業　予算要求綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二糸田地区　他の行政機関との協議文書
上益城地域振興局農地
整備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１６号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１８号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１７号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

決算調書　綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第２１号工事 砥川BOX
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上野地区障害防止事業　要望書　綴 【ため池上流部　用水路】
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上野地区障害防止事業　補助金申請書　綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上野地区障害防止事業　計画変更　綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上野地区障害防止事業関係　綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

矢部中部地区中山間事業【農業競争力】関係　綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１９号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１４号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第２２号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

深迫地区県営農地等災害復旧事業（農地等）第１号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

Ｈ２９　上益城中央２期地区中山間地域総合整備事業 第５２号工事　（矢部開発(株)）
上益城地域振興局農地
整備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１１号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上益城平坦地区県営農地等災害復旧事業第１号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

益城町地区農地等災害復旧受託事業第７号工事
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

高田堰地区農業競争力強化基盤整備事業第15号業務
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第４号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第３号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第２号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第８号業務委託 飯野１６地区　家屋調査業務
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

井寺地区基幹水利施設ストックマネジメント事業 第３号業務委託設計書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

H29　矢部中部地区中山間地域総合整備事業
(農業競争力強化）第１号業務委託【環境調
査】

上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

H29　矢部中部地区中山間地域総合整備事業 (農業競争力強化）第２号業務委託【連合会】
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

H29　矢部中部地区中山間地域総合整備事業 (農業競争力強化）第72号業務委託【連合会】
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

H29　第二糸田地区かんがい排水事業第４号業務委託 (アジアプランニング）
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

地域密着型農業基盤整備事業第1号業務委託　他合併 乙女・大沢水2期地区、和田内地区
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第５号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１２号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

益城町地区農地等災害復旧受託事業第１０号業務委託
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

平成２９年度県営事業負担金及び分担金綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

平成２９年度　天君ダム関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

国営事業継続地区推進調査 国営事業継続地区推進調査
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

緑川堰協議会関係 緑川堰協議会関係
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度中山間地域サポート推進事業関連綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度上野地区障害防止事業　実績報告書綴
上益城地域振興局農地
整備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業関係
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業関係
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

国営造成施設管理体制整備促進事業関係 矢部開パ
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県農業農村整備推進交付金
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

復命書　綴　（県外） 農地整備課
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

大切畑地区県単農地等災害復旧事業
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 中島地区中山間地域総合整備事業予算関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 物品購入関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 上益城管内概要書作成委託業務関連綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の保管に関する文書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の処分に関する文書
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

農地等災害復旧事業情報連絡会議関係
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農村計画課関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

登記関係公印事前申請
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課関係綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度　工区分割
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県庁農地整備課関連綴り
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地域密着型農業基盤整備事業関係 県庁農地整備課
上益城地域振興局農地
整備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当再認定
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更等 （慈光会）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当認定
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当変更届
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当資格喪失
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

施設型給付費等関係 （処遇改善等加算）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特別児童扶養手当所得状況届
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保育所設置認可申請書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更等 （御陽会）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更等 （ゆたか福祉会）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

社会福祉法人定款変更等 （恵寿会）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険指定事業所変更届出関係綴 その１
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所指定・変更
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保育所施設設備等・定員変更届
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保育所施設長・理事長変更届
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険施設・老人施設指定、登録関係 変更・廃止・休止届除く
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護職員初任者研修関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

社会福祉法人現況報告書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

病児保育事業届出書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険指定事業所休止・廃止届出
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険指定事業所変更届出関係綴 その２
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

老人保健施設変更届出関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

第二種社会福祉事業関係届 （平成21～）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

特別児童扶養手当証書受領書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 監査計画、通知
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

社会福祉協議会指導監査
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

老人保健施設実地指導関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （公立）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

認可外保育施設関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）山都町
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）甲佐町
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）御船町
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）嘉島町
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）益城町
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

特別児童扶養手当監査
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 児童福祉法施行事務指導監査
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 010
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

情報収集、報告徴収、検査等に
関する事項

保育所指導監査 （私立）ぎんなん幼愛園・緑川保育所
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子（父子・寡婦）福祉資金貸付決定関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子（父子・寡婦）福祉資金貸付関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子（父子・寡婦）福祉資金償還督促・催告
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子（父子・寡婦）福祉資金　在学証明届
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子（父子・寡婦）福祉資金貸付償還関係 （償還開始・完了）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

百歳高齢者表彰関係 表彰関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

復命書関係 各種会議、説明会復命書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域ケア会議
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

第７期介護保険事業計画関係 研修
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域包括ケア「見える化」システム操作講習会 研修
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

介護サービス事業者等集団指導（介護老人保健施設）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

全国介護保険課長会議（H29・7.3） 介護保険事業計画策定支援研修7月分
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

市町村等介護保険・高齢者福祉担当課長会議
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

発達障害支援者養成研修会関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

民生委員・児童委員一般研修会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

老人クラブ等関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

上益城地区介護保険連絡協議会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

母子父子寡婦福祉資金貸付委員会委員任用
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印関係 記録簿、実績報告
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分綴り 不納欠損処分綴り
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

社会福祉法人税額控除に係る証明書 申請書、証明書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

社会福祉法人関係各種証明書事務 （登録免許税・理事証明等）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

福祉課＿マイナンバー＆住基ネット関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉法人指導監査 監査要項、方針、研修資料
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係 通知、照会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 027 その他の事項
国の委託を受けて行う調査に関
する事項

福祉課　ホームレス関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上益城地域歯科保健推進連絡会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護サービス事故連絡書関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 母子寡婦福祉関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 民生委員・児童委員関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自立支援医療機関指定通知関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域リハビリテーション関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉法人会計基準関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 民生委員・児童委員関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 民生委員・児童委員関係（委嘱及び解嘱）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保育所統計関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 戦傷病者戦没者関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 生活困窮者自立支援事業　支援決定
上益城地域振興局福祉
課長

2087 ３年      2090 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会副法人の財務諸表等電子開示システム関係 通知、照会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい者スポーツ大会
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 養護老人ホーム入所措置関係綴
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 教育事務所関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上益城郡保育連盟関係 総会、研修会資料等
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉協議会関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 社会福祉功労者表彰関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域療育関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険要介護認定関係（研修）
認定調査員・認定審査会委員・主治医・適正
化

上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉サービス関係事故報告書
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者権利擁護関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認知症対策関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障害者総合支援法関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護予防・日常生活支援総合事業
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 行政文書ファイル管理関係 （保健福祉班、福祉保護班）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護予防・認定調査員等研修担当者会議
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 医療・介護連携（県関係）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護予防事業総記
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険（総記）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 レジオネラ症適用施設関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険事業状況報告
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護給付適正化関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 レジオネラ症適用施設関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認可外保育施設関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険要介護認定関係（制度）
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 上益城圏域介護保険(介護予防）事業取組調査
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉関係 その２
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自立支援協議会関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特別児童扶養手当支払関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係
上益城地域振興局福祉
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

特定個人情報取り扱い関係綴り 通知等
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

職員研修関係
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故関係綴り
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計関係綴り 検査員の任命等
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係用務
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新採トレーナー関係綴
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳関係綴り 通知等
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 食育関係綴
上益城地域振興局保健
予防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

自然公園許可（協議）・届出（通知）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

鳥獣の捕獲及び鳥類の卵等採取許可 県・市町村許可分
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許試験
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許更新
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書 熊本市南区城南町
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発変更届出書 宇城市豊野町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内伐採、作業許可 民有保安林
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

認定事業体関係綴 改善計画認定（宇城市不知火町内）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

認定事業体関係綴 改善計画認定（山都町内）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発変更届出書 宇城市豊野町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

認定事業体関係綴 改善計画認定（山都町内）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

認定事業体関係綴 改善計画認定（熊本市東区内）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発　復旧計画書 甲佐町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書 宇城市小川町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

国有保安林内の伐採、作業協議に関する綴り
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発行為代表者変更届、完了届 上益城郡益城町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発許可完了届 熊本市北区改寄町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発　復旧計画書 熊本市北区植木町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発指導関係綴 御船町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発変更届出書 熊本市北区植木町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発変更届出書 山都町内
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定調書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

たけのこ・竹材生産支援事業 補助金
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特用林産物施設化推進事業 補助金
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

癒しの森整備支援事業
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

水とみどりの森づくり活動支援事業 （団体等による森づくり）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

学びの森活動支援事業 補助金関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

水とみどりの森づくり活動支援事業 県民応募型活動事業
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

林業金融関係綴り 林業・木材産業改選資金ほか
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木事業見積単価関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29九州自然歩道・県有公園施設清掃管理委託 山都町下市ほか（矢部郷国民休養地）
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園施設等災害復旧事業 平成２８年度明許・熊本地震関連災
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園施設等災害復旧事業 平成２８年度明許・６月末大雨災関連
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

希少野生動植物保護管理事業 山都町大野地内
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県有林林道災害復旧事業
H28県有林林道災害復旧事業２号工事他合
併

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園等施設リニューアル事業
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８緊急治山第３１号工事（御船町大字田代
字九折）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８水源の里第１号工事（山都町緑川字岩
尾谷）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８緊急治山第２９号工事（山都町花上字東
岩下）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８緊急治山第４４号工事（山都町緑川字汗
見）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山県営事業 自然災害復旧
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山（県営）事業関係 平成30年度事業計画
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書 緊急治山事業（台風１８号災）計画書
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８緊急治山第４３号工事（山都町猿渡字迫
ノ後）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書 Ｈ２８緊急治山第３９号工事（山ヶ倉）
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書 Ｈ２８緊急治山第４５号工事（中尾Ａ）
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２８緊急治山第３号業務委託（山都町目丸
字北ノ又）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事関係文書
Ｈ２９過年施設災第９号工事（山都町葛原字
中尾）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H30九州自然歩道・県有公園施設清掃管理委託 山都町下市ほか（矢部郷国民休養地）
上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

建設事故関係綴
緊急治山第９号工事（御船町大字七滝字下
沢水）

上益城地域振興局林務
課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

特定鳥獣適正管理事業・有害鳥獣被害対策事業 シカ・カモ・サル被害対策
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林整備地域活動支援交付金事業関係綴り 交付申請、決定・検査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県森林・林業・木材産業基盤整備交付金関係 補助金事務関係（平成28年度繰越）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県森林・林業・木材産業基盤整備交付金関係 補助金事務関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村営林道事業関係 補助金事務関係（平成28年度繰越）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村営林道事業関係 補助金事務関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業関係 補助金事務関係（平成28年度繰越）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業関係 補助金事務関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（自然災害復旧）事業関係 補助金事務関係（平成28年度繰越）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業関係 補助金事務関係（平成28年発生災害）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業関係 補助金事務関係（平成29年発生災害）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県林道事業関係 補助金事務関係（平成28年度事業）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道事業進捗状況報告
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

市町村営林道事業関係 平成30年度事業実施計画
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業関係 平成30年度事業計画概要書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林地崩壊防止事業 補助金事務関係（平成28年度繰越）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森と担い手をつなぐ集約化促進事業関係綴 施業放置森林対策推進事業ほか
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

造林事業関係 事業実施通知等①
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

造林事業関係 事業実施通知等②
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度５月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度６月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度７月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度８月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度１０月（繰越補正）造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度９月（国予備費）造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度１１月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度１２月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度２月造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

間伐等森林整備促進対策事業綴（間伐） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

間伐等森林整備促進対策事業綴（林業専用道） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主伐植栽一貫作業システム推進事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業労働災害防止プロジェクト事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木材利用普及啓発事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森づくり塾活動支援事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

豊かな森づくり人材育成事業（高校生研修）綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域林業実践体験推進事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

普及指導協力員活用事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木材加工流通施設等復旧対策事業（原田木材(株)） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木材加工流通施設等復旧対策事業（肥後木材(株)） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木材加工流通施設等復旧対策事業（（協）熊本ランべ） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森林造成促進事業関係綴り 計画・交付申請、決定・検査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

シカ森林被害防止事業関係綴り 計画・交付申請、決定・検査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

針広混交林化促進事業関係綴り 計画・交付申請、決定・検査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの森林利活用最大化事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木質バイオマス等エネルギー対策事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木とともに育つ環境整備事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

木を活かした景観づくり支援事業綴 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとの木とふれあう木育推進事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

保安林標識設置委託業務
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域振興局政策調整事業（熊本地震対応枠） 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度９月（繰越補正）造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度１０月（国予備費）造林事業 事業実施関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

間伐等森林整備促進対策事業綴 事業しゅん工検査関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

林務担当者会議等関係綴 担当者会議、説明会、研修会等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 林務課所管各種協議会職務専念義務免除関係綴
みどり推進協議会、林業木材産業振興協議
会

上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 再任用職員服務関係綴 勤務計画等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

林務課職員事務分掌関係綴
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 016
予算、決算及び監査に関する事
項

繰越事務に関する事項 林道事業繰越関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県外からの派遣職員関係綴り 宿舎借上げ等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告 狩猟関係
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品処分関係綴 林務課備品不用決定等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

保安林関係文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係文書 森林保全班
上益城地域振興局林務
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

治山関係文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課関係文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業種苗及び同登録に係る証紙消印報告に関する綴り
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林管理に関する往復文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産物・樹芸に関する往復文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり保全に関する往復文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護・管理 一般文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護・自然公園 一般文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林整備事業 一般文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課関係文書 一般文書（通知、照会等）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業関係文書 一般文書（通知、照会等）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手育成関係 労働災害防止通知等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業研究指導所関係綴 林業技能講習通知等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及指導関係 林業普及報告等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 団体支援課関係綴 森林組合指導等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発関係綴 定期報告等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係綴り 業務報告等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 緑化関係綴り 各種表彰、日本さくらの会等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材利用関係綴 木材使用量調査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林関係綴 県庁からの通知、照会に関する文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林構・バイオマス関係綴 県庁からの通知、照会に関する文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 観光標識整備 一般文書（更新等）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係綴り 森林計画関係制度運用等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保護 （森林病害虫・獣害・林野火災）
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業関係 通知、報告等に関する文書
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県たけのこ園経営管理コンクール 審査等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車関係綴 林務課公用車新規導入登録等
上益城地域振興局林務
課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

条件付一般競争入札の実施等について 入札実施伺い等工事入札契約に係る書類
上益城土木総務出納課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

上益城地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山都町における地域維持型ＪＶ試行導入検討に係る文書 試行導入検討に係る資料等
上益城土木総務出納課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修会、説明会関係綴
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報公開関係 情報の開示決定等
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

庶務関係
時間外勤務予算、勤務実績及び旅費等に関
すること

上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

Ｈ２９定期監査関係 第３次監査
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建設工事の入札契約に係る文書 部内研修資料等
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工事経理関係 入札契約に係る通知及び照会等
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

委任出納員事務引継ぎ 事務引継ぎに関する文書
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員等任命 検査員等任命伺い
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の管理
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品の不用決定（売却・廃棄）
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 上益城地域振興局土木部庁舎に関すること　その１ 庁舎管理全般
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 上益城地域振興局土木部庁舎に関すること　その２ 庁舎修繕関係
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成３０年度土木部庁舎清掃業務委託 入札及び契約に関すること
上益城土木総務出納課
長

2019 ３年      2022 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 上益城地域振興局土木部庁舎に関すること　その３ 庁舎管理に係る委託業務関係
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 防火管理維持台帳 庁舎の消防設備、防火管理に関すること
上益城土木総務出納課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

公有財産関係 公有財産の使用許可等関係書類
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 宿舎の貸付け 宿舎の更新
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 宿舎の貸付け 宿舎借り換え
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 地方自治法派遣職員の宿舎借上げ
家電等生活関連用具及び事務用品等に関す
ること

上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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上益城地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

ポリ塩化ビフェニル廃棄物に関すること
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処分に係る関係文
書

上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

平成２９年度文書取扱関係 文書取扱担当者指定
上益城土木総務出納課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種照会・回答 県等からの照会・回答に関する綴
上益城土木総務出納課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種照会・回答その２
関係機関等からの照会・回答・各種供覧に関
する綴

上益城土木総務出納課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 安全衛生管理関係
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H28歳入歳出決算
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 非常勤職員関係 任用関係
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公用車関係
上益城土木総務出納課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

上益城地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

法定調書
上益城土木総務出納課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可関係綴り 許可・更新等
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可（協議）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ロード・クリーン・ボランティア関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

都市計画法第３２条に基づく公共施設管理者同意
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

港湾施設用地使用許可関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防指定地内行為許可・協議関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用協議 道路占用協議（交通管理者）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

公有水面埋立許可申請（港湾課所管）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

海岸保全区域内許可関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

屋外広告物表示設置協議 （協議）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

屋外広告物表示設置届出 （届出）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

河川占用許可申請 国管理（新規・更新）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転・水道管移設
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更（維持調整班）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成２９年度河川環境美化業務委託関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成２９年度　長洲港可動橋保守点検業務委託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

事業に係る杭設置の依頼について
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

長洲港二層式可動橋施設一般用電気工作物保安業務委託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

長洲港一層式可動橋施設自家用電気工作物保安業務委託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

浦川防潮水門施設自家用電気工作物保安業務委託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

Ｈ３０　長洲港海岸陸こう管理操作委託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

Ｈ３０　水門等管理操作委託 （荒尾市、玉名市、和水町、長洲町）
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設工事受注動態・施工統計調査
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

各種委員推薦・委嘱等
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員採用関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員採用等
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査 平成２８年度分
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

機器のリース契約 シュレッダー
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員、検査員等に関する事項
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 港湾使用料及び可動橋電気料関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

廃道処分に関する用地の寄附
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

廃道処分に係る登記嘱託
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界確認申請関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

旧道引継に係る覚書
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

平成29年度廃川関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 017 財産又は物品に関する事項
重要構造物以外の譲与又は交
換に関する事項

廃道処分関係綴り 平成２９年度処理分
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

測量に関する実務の経歴証明について
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 屋外広告物関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 道路関係 維持調整班
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・照会
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 道路関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通行規制関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 港湾課関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとマイ・リバー・サポート関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 海岸関係綴り
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 玉名水防区　水防災意識社会再構築協議会
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

大規模災害時の支援活動関係
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 平成２９年度道路区域変更
玉名地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

有明地区献血推進会議
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

新規採用職員トレーニング計画関連
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

一般廃棄物関係綴り （取得した文書の管理に関する事項）
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

振興局関係綴り 通知・照会関係
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課（主管課以外）関係綴り 通知・照会関係
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

産廃関係綴り 総記
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 衛生環境課総括
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 麻薬・向精神薬関係綴り
玉名地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為に伴う調整池等の設置審査
玉名地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

開発行為における調整等の設計審査
玉名地域振興局工務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

港湾事業関係
玉名地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

道路事業関係
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

長洲港埋立しゅん功認定
玉名地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

長洲港に係る他部局との協議
玉名地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更（道路班）
玉名地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関との協議、依頼、通知
玉名地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更（治水港湾班）
玉名地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転
玉名地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

境川工事関連協議
玉名地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水道管移設
玉名地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関等とうの協議に関する文書
玉名地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事成績修正評定通知
玉名地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

説明会の実施について
玉名地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

会計検査破壊検査依頼
玉名地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土砂災害防止法に係る区域指定申請
玉名地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求に対する開示決定
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

文書開示請求
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明書発行について
玉名地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

電柱移設について
玉名地域振興局工務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 単価見積もり
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

会計検査破壊検査協力依頼
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の供用開始に係る文書
玉名地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

過疎地域自立促進計画
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

コミュニティ助成事業（申請・交付決定） 平成３０年度実施分
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

コミュニティ助成事業（実績・交付確定） 平成２９年度実施分
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

シンポジウム助成事業 平成３０年度実施分
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金（申請・交付決定） 平成２９年度
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金（実績・交付確定） 平成２９年度
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

地域づくり夢チャレンジ推進補助金（総括） 平成２９年度
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度地域づくり応援負担金事業支援金
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

移住・定住・交流関連助成事業 平成３０年度実施分
玉名地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

移住・定住・交流関連助成事業実績報告 平成２９年度
玉名地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

有明・島原地域観光連携会議
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

男女共同参画関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

防災関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

移住定住加速化に向けた県北の拠点化プロジェクト
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

荒尾・玉名地域移住定住促進ＰＲグッズ制作等業務委託
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

荒尾・玉名地域移住定住促進ガイドブック制作業務委託
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

観光関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

管内概要関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業（県実施事業）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度高校生等地元定着事業
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

選挙関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

くまもと県民文化賞
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 013
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の名義後援又は共催に関す
る事項

名義後援
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修 局職員を対象とした研修
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度玉名地域振興局主要事業説明会
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

税務研修
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度市町派遣職員との意見交換会関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会計事務研修会 経理出納班主催　研修会関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

建設工事関係者連絡会議 玉名労働基準監督署
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

会議等挨拶文
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 009 組織、人事等に関する事項
市町村への権限移譲に関する
事項

事務・権限移譲関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与 月例処理関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害申請
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通安全関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除に関する文書（総務調整班）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 各種休暇申請
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

球技・レクリエーション
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 職員の健康管理
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理体制
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 ３６協定
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

再任用・非常勤・臨時職員関係 任用等事務
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員等仕訳書 報酬等の仕訳
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員（経理出納班）の任免関係 出納事務嘱託員等の任免
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤嘱託職員の任免に関すること 税務嘱託員の任免に関すること
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌 事務分掌
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 表彰関係（局長表彰・蒲島賞）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

平成２９年度政策調整事業
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度　定期監査 事務局監査関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査委員監査関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度　定期監査(工事関係) 工事監査(追加資料)
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札等の実施及び契約に関する文書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

年間購読・単価契約伺
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

条件付き一般競争入札関係綴（農林部・県北水産課）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札及び契約に関する事項（管理調達課）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

経理事務マニュアル
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員の任免 会計職員の任免
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

マイナンバー関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

平成２９年度　物品等検査員の任命関係 平成２９年度　物品等検査員の任命関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 015 003 会計に関する事項 督促状の発行に関する事項 督促状発行伺
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（土木部）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（保健所・福祉課）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（納税証明書交付手数料）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（その他）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 繰越調定書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 納入通知書再発行伺
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（契約保証金）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入消込通知
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（納税証明書交付手数料） ＮＯ，２
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（納税証明書交付手数料） ＮＯ，３
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（一般需用費）①
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（一般需用費）②
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（一般役務費）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（公用車）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（報酬・報償）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（図書等）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（負担金・補助金・交付金）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（コピー代）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（一般需用費）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（保険料・公課費）農林部・水産課
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書・支出命令書（県北水産課）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（契約保証金）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書①
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書②
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書③
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1211 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書④
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑤
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑥
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑦
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑧
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑨
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑩
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 歳入歳出外現金支出命令書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑪
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑫
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書⑬
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（使用料及び賃借料）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（その他）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

資金前渡精算書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手振出済通知受領書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 戻入決定書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 歳入整理表・歳入歳出現金受払整理表
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 予算執行表（歳入）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 予算執行表（水産課）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 予算執行表（歳出１）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 予算執行表（歳出２）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 歳出整理表
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支出命令番号入力確認表（１）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支出命令番号入力確認表（２）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 024 会計に関する事項
歳入の決算明細表に関する事
項

歳入決算 平成２８年度玉名管内支出機関歳入決算
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 015 025 会計に関する事項
歳出の決算明細表に関する事
項

歳出決算 平成２８年度玉名管内支出機関歳出決算
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 015 029 会計に関する事項
小切手用紙の整理に関する事
項

小切手用紙整理簿
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 030 会計に関する事項 資金前渡の整理に関する事項 資金前渡整理簿
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

行政財産使用許可
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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玉名地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 用品要求伺書・用品交付通知書
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品管理総括 公用車の不用決定、き損報告を除く
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 公用車関係 不用決定
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等警備業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎昇降機保守点検業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎自家発電設備保守点検業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎自家用電気工作物等保安業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等設備運転監視等業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等自動ドア保守点検業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等清掃業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等空調設備保守点検業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等衛生害虫防除業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等消防設備保守点検業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎特定建築物維持管理業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等排水設備清掃業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 簡易専用水道の法定検査
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎高圧架空線更新
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等産業廃棄物処分業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等産業廃棄物収集運搬業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎汚水ポンプ交換
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 熊本県玉名総合庁舎敷地内枯木伐採業務
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 ＬＰガス集合装置取替工事
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎等一般廃棄物収集運搬業務委託 起案から完了まで
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 熊本県玉名総合庁舎トイレ和洋リモデル工事
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名地域振興局消火器処分業務
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名地域振興局玄関自動ドアセンサー等修繕
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 熊本県玉名総合庁舎汚水管破損修繕工事
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 ガス漏洩検査及び改善
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 玉名総合庁舎屋上欠損部補修工事
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 局長・次長宿舎関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

会計課関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

管理調達課関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

農林水産部関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

商工労働観光部関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

県政情報文書課関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

各部関係綴（土木部、出納局以外）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

書留受領簿
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

官公需調査綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

グリーン購入関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

職務専念義務免除申請書 観光推進協議会・サイン協議会
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

九州看護福祉大学創立２０周年記念誌
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 016 その他の事項
広報及び広聴の計画に関する
事項

広報広聴関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

人事課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

総務事務センター関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

その他部課からの通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

監理調達課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

市町村課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県政情報文書課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

財産経営課関係 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

共済組合・互助会 通知等
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

企画課関係綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

健康福祉部（保健福祉環境部）関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

税務窓口関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

出納局関係文書綴
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

土木部関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業県知事表彰 表彰候補団体の推薦
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　火の国未来づくりネットワーク
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ふるさとイベント大賞 平成２９年度
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事現場立入点検関係
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

インターンシップ
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

平成30年度における県と市町村の人事交流意向調査
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

源泉徴収関係（職員以外）
玉名地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

身体障害者福祉法の規定による医師の指定等
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事業所の指定事項の変更届 １
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事業所の指定事項の変更届 ２
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事業所の指定申請
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護サービス休廃止・再開届　地域密着型サービス届他
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護事業所等変更届 ①
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護事業所等変更届 ②
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護事業所等変更届 ③
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護事業所等変更届 ④
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護事業所等変更届 ⑤
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

指定自立支援医療機関指定更新等
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事業所の指定事項の変更届 ３
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害福祉サービス事業所の指定事項の変更届 ４
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金継続貸付
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金貸付償還
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子福祉資金償還金督促状
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金新規貸付
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

介護保険事業の推進 第７期介護保健事業計画策定支援
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

熊本県保健医療の推進 有明地域保健医療計画策定検討
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

審議会等委員への女性登用促進 男女共同参画関係施策
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

災害救助備蓄物資出納保管 熊本県災害救助基金備蓄
玉名地域振興局総務福
祉課長

2023 ５年      2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

介護サービス提供時事故報告
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

有明地域リハビリテーション 地域包括支援センター機能強化
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

青少年の保護・育成
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療支援体制づくり 訪問看護ステーション利用促進支援
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

在宅医療支援体制づくり 在宅医療・介護連携推進事業
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

交通安全運動関係 総務福祉課
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

夢広場 共催関係ほか
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 002
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

儀式等に関する事項（記念及び
式典に限る）

高齢者福祉福祉 高齢者関係記念事業等
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

地域療育関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

第１６回くまもと障がい者スポーツ大会
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

第１７回くまもと障がい者スポーツ大会
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

障がい者スポーツ関係 （くまもと障がい者スポーツ大会を除く）
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

虐待防止等会議
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

ハートフルコンサート
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

高齢者福祉 元気高齢者支援取組
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

人権同和問題
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

母子父子寡婦福祉資金貸付委員会
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 育児等休業関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

育休代替職員関係 任用報告等
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員任用関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

現業職員被服貸与関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印報告
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 生活保護返還徴収金不納欠損処分関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 医療法に基づく診療所としての有明保健所
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

行政財産使用許可申請
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

文書発送確認簿 総務福祉課
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

行政文書関係綴り
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

戦没者慰霊祭（追悼式）
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

訪問介護員養成研修事業 問合せに関する事（雑件）
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

母子父子寡婦福祉資金照会・回答
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

ホームレス生活状況調査等
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

人事課・総務事務センター等からのお知らせ
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ITインストラクター関係 情報企画課等からの通知
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

表彰関係綴り 県の機関からの推薦依頼
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

住民基本台帳ネットワークシステム関係
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

経理関係綴り
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件綴り
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

管内概要 保健福祉環境部報告分
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係 その２
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がいサービス事故連絡
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係綴り
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ハートフルパス
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健福祉環境部 総記
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査 ①
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査 ②
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 インターンシップ関係綴り 保健福祉環境部
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健福祉環境部 総記その２
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＵＤやさまち移動ミュージアム
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公用車事故
玉名地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

家畜人工授精・家畜商
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

エコファーマー　計画認定申請書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2022 ５年      2027 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

県単農業制度資金利子補給費補助金
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度攻めの園芸生産対策事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業
地域営農組織、中山間地域等組織化補助金
交付事務

玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

平成２９年度台風被害生産施設復旧対策事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金利子補給承認
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

就農支援資金
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

青年等就農資金
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （４月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （５月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （６月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （７月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （８月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （９月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （１０月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （１１月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （１２月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （１月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （２月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金金融審査（関連通知含む） （３月）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

貸付金の相談・経緯（全体） 畜産特別資金（総括）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

貸付金の貸付・経緯 農業負債整理関係資金
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業（申請・承認）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

強い農業づくり交付金（申請・承認）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣害防止総合対策事業（申請・承認）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

えづけSTOP！鳥獣被害対策事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農者関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとふるさと食の名人関係 食の名人関係・食育関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地産・地消 総括・直売所・加工施設等・農業フェア
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

女性農業者等元気づくり事業
事業関係・農業女性アドバイザー・女性活動
支援

玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

６次産業・農商工連携 総括・玉名市６次産業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農産物利活用 総括・産業技術センター・研修
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

玉名地域認定農業者連絡会議関係
地域・女性・県関係・担い手育成緊急支援事
業

玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域農業サポーター関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【農産園芸課】とびだせトップグレード米戦略事業 トップグレード米づくりチャレンジ支援事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

職員の被服貸与関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

【農産園芸課】とびだせトップグレード米戦略事業 県産米輸出ブランド化支援
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

野菜産地システム化推進事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本型高度環境制御技術構築事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

畝立乾田直播技術
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規需要米の生産について
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

平成２９年度熊本県農業コンクールに関すること
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

叙勲・褒章及び各種表彰に関すること
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修会、説明会関係文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度農業経営塾・くまもと農業アカデミー
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農林水産関係職員人権研修
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

【農産園芸課】広域農場連絡会議関係 ＫＳＡＳシステム含む
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

普通作関係部会等への出席に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

施肥防除協会関連事務
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

玉名平野土地改良区の会議への出席に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

市町農業再生協議会への出席に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

農業共済組合（農作物共済、畑作物共済）会議等 会議等への出席に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

ミナミノカオリ品質向上対策（ミナミノカオリ検討会）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

平成２９年度献穀事業について
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

集落営農組合総会等への出席に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

熊本県土壌環境対策協議会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

法令に基づく職の発令
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故処理関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故処理に関する事項 職員の交通事故処理に関する事項
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 019 002
県が設置する教育機関の運営
に関する事項

学習指導に関する事項 農大、農高等に関すること
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【農産園芸課】農産振興班に関する通知照会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 低コストパイロット地区支援
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【農地・担い手支援課】担い手支援班関連通知照会 地域営農支援班（集落営農）関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

普及指導協力委員
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【農研センター】土地利用型作物 病害虫防除所、施肥防除協会含む
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務（通知・照会等）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特産作物について（茶、たばこ等）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

米穀の需給調整に関する通知照会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業技術課からの農産関係通知照会（支援センター含）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【農産園芸課】熊本県農業再生協議会に関する文書 経営所得安定対策含む（水田総合推進班）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

流通アグリビジネス課関係業務に関する通知・照会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県産麦パートナー強化推進事業通知照会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

米粉普及推進に関する文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業技術課関係の通知・報告 普及指導事業関連文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【団体支援課】農事組合法人成立届出について その他団体支援課関連文書含む
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

【農産園芸課】主要農作物種子生産に関すること 種子法廃止関連含む
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

玉名地方農業普及指導協議会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

平成２９年度就農支援アドバイザーに関すること
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産飼料・放牧関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 種雄牛造成
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産事業関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹総記
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹産地協議会に関する通知・照会 経営支援対策事業含む
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産予測調査事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹振興実績
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業者クラブ一般文書 県からの通知等
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣被害対策に関する通知・照会
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産一般
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 養蜂関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産環境関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜振興　一般文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要野菜の生育概況調査
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金総記 各種処理
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 事務委任
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 貸付決定
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営改善促進資金（スーパーS資金） 認定通知
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営改善促進資金（スーパーS資金） 事務委任
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営改善促進資金（スーパーS資金） 通知等
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年等就農資金 総記
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年等就農計画制度
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地・担い手支援課関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 担い手担当者関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積全般
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業次世代人材投資事業 （旧　新規就農・経営継承総合支援事業）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農薬安全使用・病害虫防除・農薬取締法関連
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農薬適正使用推進員
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と土を育む農業推進　一般文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 GAP関連綴り
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業用廃プラスチック類適正処理関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業気象関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 無人ヘリコプター関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 病害虫発生予察関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業士関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業士関係（県費）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと里モンプロジェクト推進事業（申請・承認） 事業関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業機械・農作業安全
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職員研修関係 （普及職員研修等）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域対策関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業直接支払制度　一般文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 いも類の用途別消費実績及び品種別作付面積調査
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 試験研究関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と土を育む農業育成事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業推進モデル展示ほ
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度農業くまもと
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業法人関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興（総記）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業団体からの文書 ＪＡたまな、ＪＡ大浜関係文書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業振興同友会関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木質バイオマス等エネルギー対策関連
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜価格安定事業
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとグリーン農業　宣言申出書
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国野菜指定産地関連
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県主要野菜生産状況調査（平成２８年産）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 園芸用施設に関する実態把握
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜産地強化計画関係
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 「くまもとふるさと野菜」の生産販売状況調査
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域特産野菜生産状況調査（平成２８年産）
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県麦・大豆共励会に「関する通知報告
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業等の農業参入支援
玉名地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

専門技術者関係文書綴り
（土地改良事業計画書作成に伴う調査報告
書）

玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

ため池ハザードマップ関係綴
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第２号工事 経営体基盤第０１５６-０-１０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区基幹水利施設ストマネ事業第６号工事 水利ストック　第００２９　０　１０６号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

呑崎地区基幹水利ストックマネジメント事業第６号工事 水利ストック　第００２８-０-１０６号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

高道地区農村地域防災減災事業(海岸保全)第３号工事 海岸保全　第００７９－０－１０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区水利施設ストマネ事業第４号工事　他合併 水利ストック　第0029-0-104号　合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区水利施設ストックマネジメント事業第７号工事 水利ストック　第００２９－０－１０７号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第１号工事 経営体基盤第０１５６－０－１０１号合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

陣の平地区農村地域防災減災事業電柱移転申込
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関東地区中山間地域総合整備事業第１号工事 中山間総合第0026-0-101号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年保全班工区割
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

呑崎地区基幹水利ストックマネジメント事業第７号工事 水利ストック　第００２８-０-１０７号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

玉名平野湛水防除促進期成会
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川登地区経営体育成基盤整備事業協議関係綴り
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

相談連絡員関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

玉名海岸地区農地防災減災事業に係る見積徴取について
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

玉名海岸地区農村地域防災減災事業第１号工事 海岸保全　第００７５-０-１０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

共和地区農村地域防災減災事業（海岸保全）第1号工事 海岸保全　第００４５－０－１０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

共和地区農村地域防災減災事業（海岸保全）第2号工事 海岸保全　第００４５―０―１０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関西地区中山間地域総合整備事業第１号工事 中山間総合　第0024-0-101号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関西地区中山間地域総合整備事業第２号工事 中山間総合　第0024-0-102号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関東地区中山間地域総合整備事業第２号工事 中山間総合　第0026-0-102号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

陣の平地区農村地域防災減災事業に係る見積書徴取
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

明辰川地区農村地域防災減災事業（ため池）第７号工事 ため池等整備　第０１１６ー０ー１０７号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区基幹水利施設ストマネ事業に係る見積徴収
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

陣の平地区農村地域防災減災事業第２号工事 地すべり　第００１９－０－１０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

和水東部地区中山間地域総合整備事業第１号工事他合併 中山間総合第００２７－０－１０１号合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

明辰川地区農村地域防災減災事業（ため池）第８号工事 ため池等整備　第０１１６ー０ー１０８号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29地域密着事業綴
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川登地区経営体育成基盤整備事業第１号工事 経営体基盤　第0151-0-101号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

呑崎地区基幹水利ストックマネジメント事業第８号工事 水利ストック　第００２８-０-１０８号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区水利施設ストックマネジメント事業第５号工事 水利ストック　第0029-0-105号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

呑崎地区基幹水利ストックマネジメント事業第５号工事 水利ストック　第００２８-０-１０５号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業電柱移転関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関西地区中山間地域総合整備事業協議関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事故報告について
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

明辰川地区防災減災事業第８号工事関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

整備調整班
玉名地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

玉名郡南関町地区鳥ｲﾝﾌﾙ防疫強化事業第１号工事 鳥フル対策　第００４０　０　１０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第３号工事 経営体基盤第０１５６-０-１０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第４号工事 経営体基盤第０１５６-０-１０４号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第５号工事 経営体基盤第０１５６-０-１０５号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

陣の平地区農村地域防災減災事業第３号工事 地すべり　第0019-0-103号
玉名地域振興局農地整
備課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中山間地域所得向上支援事業
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

横島地区水利施設ｽﾄﾏﾈ事業第4号業務委託　他合併 水利ストック　第0029-0-204号　合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南関西地区中山間地域総合整備事業第3号工事 中山間総合　第0024-0-103号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度大規模災害支援活動関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名管内概要書関係綴り
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業第１号業務委託 経営体基盤第０１６０-０-２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和水東部地区中山間地域総合整備事業第2号業務委託 中山間総合　第0027-0-202号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業第２号業務委託 経営体基盤第０１６０-０-２０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名海岸地区単県樋門維持管理事業第１号業務委託 単県海岸第0003-0-501号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名海岸地区単県樋門等維持管理事業第2号業務委託 単県海岸第0003-0-502号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

陣の平地区農村地域防災減災事業第１号業務委託
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業第３号業務委託 経営体基盤第０１６０-０-２０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名地区単県農地防災施設管理事業第１号業務委託 防災施設管理　第0390-0-201
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

北牟田・尾田３期地区農道整備事業　第１号業務委託 基幹農道　第１３９-０-２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名海岸地区農村地域防災減災事業第１号業務委託 海岸保全　第００７５-０-２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第１号業務 経営体基盤第０１５６-０-２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名海岸地区農村地域防災減災事業第２号業務委託 海岸保全　第００７５-０-２０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名海岸地区農村地域防災減災事業第３号業務委託 海岸保全　第００７５-０-２０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和水東部地区中山間地域総合整備事業第２号業務委託 玉名郡和水町上板楠地内
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第３号業務 経営体基盤第０１５６-０-２０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

扇崎・大野下地区経営体育成基盤整備事業第４号業務 経営体基盤第０１５６-０-２０４号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

陣の平地区農村地域防災減災事業第３号業務委託 地すべり　第００１９－０－２０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

尾田川地区排水対策特別事業第１号業務委託 排特　第００９４―０―２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和水東部地区中山間地域総合整備事業第８１号業務委託 中山間総合第００２７-０-２８１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

玉名４期地区基幹ストマネ事業第１号業務委託 水利ストック第００３２-０-２０１号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

南関東地区中山間地域総合整備事業第２号業務委託 中山間総合第0026-0-202号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和水東部地区中山間地域総合整備事業第３号業務委託 中山間総合第００２７-０-２０３号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

北牟田尾田３期地区農道整備事業　第２号業務委託 基幹農道　第０１３９－０－２０２号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業第４号業務委託 経営体基盤第０１６０-０-２０４号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第二腹赤地区経営体育成基盤整備事業第５号業務委託 経営体基盤第０１６０-０-２０５号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

横島地区水利施設ｽﾄﾏﾈ事業第1号業務委託　他合併 水利ストック　第0029-0-501号　合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

横島地区水利施設ｽﾄﾏﾈ事業第2号業務委託　他合併 水利ストック　第0029-0-502号　合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

横島地区水利施設ｽﾄﾏﾈ事業第3号業務委託　他合併 水利ストック　第0029-0-503号　合併
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和水東部地区中山間地域総合整備事業第４号業務委託 中山間総合第００２７-０-２０４号
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大開２期地区農村地域防災減災事業（湛防）H29補正 第１号業務委託
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

県営事業市町村負担金関係綴り 県営事業市町村負担金
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

平成28年度地域密着型農業基盤整備事業実績報告
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

施設管理状況・報告関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業経営高度化支援事業綴り
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２８年度陣の平地区繰越工期延長承認申請
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度農地等災害復旧事業関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

国営造成施設管理体制整備促進事業 管理体制整備型
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修・会議関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

土地改良区総代会等案内・出席依頼
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 005 組織、人事等に関する事項 職員の採用に関する事項 臨時職員任用関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 事務的経費に関する資料
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

被服貸与関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 021 会計に関する事項
会計検査院の会計検査に関す
る事項

H29（H28分）会計検査院への定例報告
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 021 会計に関する事項
会計検査院の会計検査に関す
る事項

Ｈ２９．１１．１３～会計実地検査 農林２課
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

尾田川地区排水対策特別事業に係る用地関係綴
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

南関西地区中山間地域総合整備事業用地関係綴
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

陣の平地区農村地域防災減災事業に係る用地関係綴
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品購入等綴り
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

中山間ふるさと・水と土保全対策事業 通知及び照会
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

中山間地域サポート推進事業関係綴り むら課
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 報告文書 振興局→県庁
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

平成２９年度　総合評価関係
玉名地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

食育の推進
玉名地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

ハートフル有明地域こころのネットワーク推進事業 ハートフルコンサート
玉名地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住基ネット関連
玉名地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個人情報取扱い関係（マイナンバー関連含む）
玉名地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

境界立会案内文
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

水道管移転補償の協議
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 004 事業の実施に関する事項
公共工事の進行管理及び評価
に関する事項

建物等調査委託関係
玉名地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

補償基準関係 木造建物解体処分に伴う廃材処分費調査
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

抵当権の抹消
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

各種研修会 用地対策課が主催する研修会
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地価格設定協議に関する文書
玉名地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

譲渡所得等に係る課税の特例制度の運用 税務署との事前協議
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

変更契約
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

契約締結依頼文
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 用地取得等に伴う損失補償額の決定等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係　No.１ 買収用地の登記嘱託等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係　No.２ 買収用地の登記嘱託等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係　No.３ 買収用地の登記嘱託等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係　No.４ 買収用地の登記嘱託等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書関係
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイルの管理に関する文書
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

登記等の記録
玉名地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地対策課からの照会
玉名地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

雑件綴り 県の機関からの軽易な連絡・周知事項等
玉名地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

市町村課関係 住民基本台帳ネットワーク等
玉名地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地対策課関係 用地対策課からの通知・事務連絡等
玉名地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課関係 ＩＴインストラクター等
玉名地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 登記事務処理状況報告
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種照会・通知等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公用の携帯電話番号導入等について（用地対策課関係） モバイルチョイス（０５０）サービスへの加入等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地交渉日誌の作成、用地交渉従事手当の確認手順等
用地交渉日誌の作成、用地交渉従事手当の
確認手順等

玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個人情報関係 マイナンバー監査等
玉名地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

県立自然公園許認可（協議・届出等）
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

平成29年度　違反案件関係綴 鳥獣保護法等
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度　狩猟免許更新関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度　狩猟免許試験関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度　狩猟者登録及び狩猟税関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

狩猟免許住所変更届等綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

完了後評価関係綴 東部小岱山線
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度治山事業計画概要書
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　鳥獣保護区等標識整備事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　玉名管内保育事業第１号工事
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　玉名管内保育事業第２号工事
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　玉名管内保育事業第３号工事
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度保安林整備事業計画概要書
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園等施設リニューアル事業計画概要書 （平成３０年度計画）
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事業第１号工事 和水町板楠地内
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事業第２号工事 玉東町
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度　保安林整備事業実施計画書関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度　県営治山事業実施計画書
玉名地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県民有林作業道災害復旧事業 和水町
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

施業放置森林対策推進事業関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県水とみどりの森づくり活動支援事業関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林造成促進事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林化促進事業関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

癒しの森整備支援事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業綴 和水町大字久米野字山の平
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

学びの森活動推進事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業補助金関係
（平成28年度繰越）和水町大田黒字栗山地
内

玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（自然災害復旧）事業補助金関係 （平成28年度繰越）和水町津田字葭ヶ谷地内
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（単独補助治山）事業計画概要書 （平成30年度計画）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県治山（市町村営）（自然災害復旧）事業補助金関係 （和水町大字江田字小原ほか１箇所）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

造林補助金関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有公園施設清掃管理委託 （荒尾市）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有公園施設清掃管理委託 （玉名市）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

九州自然歩道清掃管理委託 （小岱山森林公園整備連絡協議会）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業・木材産業改善資金 H２１年度３回次２号
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

九州自然歩道清掃・管理委託 （平成30年度）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有公園施設清掃・管理委託（玉名市） （平成30年度）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有公園施設清掃・管理委託（荒尾市） （平成30年度）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 013
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の名義後援又は共催に関す
る事項

後援依頼関係綴り（林務課分） 小岱山トレイルランニング大会
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町・森林組合林務関係業務担当者会議
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

林務関係協議会の統合に係る検討会
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

建設工事の設計書に係る情報提供 情報公開関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 各種協議会職務専念義務免除関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

鳥獣保護管理員任命関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服類貸与関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県有林計画外処分 国見山団地
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

森林害虫防除員の証明書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度狩猟者登録関係綴 登録証・記章等
玉名地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事検査員の一括任命
玉名地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特定個人情報関係 通知・照会
玉名地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課一般文書 （自然環境・自然公園）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業関係一般文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣捕獲許可
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備課（県有林班）一般文書綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産樹芸関係綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農林団体支援班関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一般文書（各種通知・照会） 林務関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保護関係綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 学びの森活動推進事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業金融班関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業研究指導所関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　鳥獣保護管理員巡視報告綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護一般文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと木材利活用推進班関係綴(NO.1)
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画班関係文書綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐班関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐（例規）綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業振興課（林道班）一般文書綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手関係綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課（みどり保全班）一般文書綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護管理事業計画関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林巡視報告綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業研究グループ関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及指導員活動状況報告
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林整備課（普及班）一般文書綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　鳥インフルエンザプレスリリース関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公益財団法人　熊本県林業従事者育成基金関係綴り
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材利用普及啓発事業
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業改良普及協会関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　保安林班（整備事業）関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林施業集約化関係 一般文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保安林関係一般文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発関係文書
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　狩猟関係証紙消印実績報告綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと木材利活用推進班関係綴（NO.2）
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　情報企画課関係綴
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一般文書（各種通知・照会） 振興局関係
玉名地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

平成29年度人事評価ほか 人事評価、新採評価、再任用他 県北・玉名土木部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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玉名地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

平成２９年度過年度支出（時間外勤務手当） 平成２９年３月分勤務実績報告書 県北・玉名土木部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 013
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

滞納処分の決定及びその経緯 交通事故損害金関係文書 示談・徴収・催告等の経緯 県北・玉名農林部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 011 002
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

個人情報の開示請求に対する
決定及び経緯

平成29年度人事関係文書綴り 職員証明書 県北・玉名農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 平成29年度人事関係文書綴り 職員証 県北・玉名農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成29年度人事関係文書綴り 職員証明書 県北・玉名農林部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 005 組織、人事等に関する事項 職員の採用に関する事項 育児休業関係
県北・玉名保健福祉環境
部長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 36協定関係
県北・玉名保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 育児休業関係
県北・玉名保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

組織関係
県北広域本部玉名地域
振興局長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

組織体制・定員管理
県北広域本部玉名地域
振興局長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 006 組織、人事等に関する事項 再任用に関する事項 再任用
県北広域本部玉名地域
振興局長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事評価
県北広域本部玉名地域
振興局長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事異動
県北広域本部玉名地域
振興局長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （新規）登録申請
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （新規）登録申請（転用）
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （書換）変更登録申請
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （抹消）漁船登録票返納届
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （謄本）漁船原簿謄本交付
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （再交付）再交付申請
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 （許可）建造・改造・転用許可
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 総トン数測度申請書
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録 雑件
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船登録関係 漁船認定届
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

遊漁船業者登録
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

沿岸漁業改善資金貸付事業関係 改善資金
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁業経営改善計画申請・報告 経営改善計画
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

漁船検認聴聞会
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

小型鯨類（スナメリ等）漂着等報告 小型鯨類漂着等報告
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水産基盤整備事業 漁場施設等管理運営状況報告書
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

アサリ関係綴り
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

稼げる水産業づくり事業
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新しい漁村を担う人づくり事業 有明地区漁業士会等
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ノリ調査一般 養殖状況調査計画ほか
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

内水面漁業・養殖業関係 水産用医薬品適正使用指導等
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

表彰・叙勲 功労者表彰
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

表彰・叙勲 勲章・褒章
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 庶務（予算・支出・服務） 職務専念義務免除
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

玉名地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

玉名地域振興局次長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

証紙消印実績報告書
県北広域本部農林水産
部水産課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

給料に関する業務 人事文書 県北・鹿本土木部長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 012 組織、人事等に関する事項
職員の懲戒又は分限に関する
事項

人事関係綴 県北・鹿本農林部長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

昇給昇格関係綴り 県北・鹿本農林部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故綴 県北・鹿本農林部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故関係綴り 県北・鹿本農林部長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

平成２９年度　昇給・昇格
県北・鹿本保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

職員の交通事故処理
県北・鹿本保健福祉環境
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理
県北・鹿本保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務及び休日勤務に関する協定
県北・鹿本保健福祉環境
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 004 001
申合せ又は基準の設定及びそ
の経緯

複数の実施機関による申合せ
及びその経緯

広域本部処務規程第６６条第４項に規定に基づく指定 工務課事務の指定
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 移管 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

河川占用許可申請（国土交通省への申請）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 005 003
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく届出、通知等及び
その経緯

河川占用許可申請（橋梁関係）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可関係 No.1
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可協議回答関係 No.1
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2022 ５年      2027 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可関係 ＱＴネット
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2022 ５年      2027 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

くまもとマイ・リバー・サポート事業
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

廃道敷払い下げ関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1231 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ロード・クリーン・ボランティア事業
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防法許可関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可協議回答関係 No.2
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可協議回答関係 No.3
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（更新）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（更新） 管理総務班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可 西日本電信電話株式会社
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

都市計画法第３２条に基づく合意及び協議
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可 九州電力株式会社
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路工事届
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

水利使用規則に定める取水報告（河川法水利使用許可） 管理総務班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止・譲渡・承継
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

委託関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

見積関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

山鹿植木線防災・安全交付金（改築）橋梁下部工その１ Ｈ２９　防災安全改築第１０５５-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

山鹿植木線防災・安全交付金（改築）橋梁下部工その２ Ｈ２９　防災安全改築第１０５５-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竈門菰田山鹿線単県道路改良（その３）工事 単道改第1315-0-102号（繰越）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書等 工事関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

建設事故
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鹿本管内単県砂防施設災害復旧（法面工）工事 単砂災害第9114-4-101号（繰越）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池鹿北線単県道路改良工事 単道改第１０１８-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池鹿北線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝　（地　第１０１８-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（舗装新設）工事 広域連携改築第０３２５-０-１０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（道路改良）工事 広域連携改築第０３２５-０-１０５号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大牟田植木線防災安全交付金（舗装補修）工事　他合併 防安（舗装）　第１００３-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津留鹿本線単県側溝整備（地道債）工事　他合併 単県側溝　（他　第１１９７-０-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

植木山鹿線防災・安全交付金（改築）舗装新設工事 防災安全改築　第１１１９-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

本村1単県急傾斜地崩壊対策工事　他合併 単傾崩　第0964－0－101号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大牟田植木線防災安全交付金（災害防除）舗装工事 防安（防災）　第１００３-０-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

1232 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

吉田川（荒瀬排水機場）特定構造物改築（社会資本）工 Ｈ２９　特構　第１８２３-０-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鹿本管内単県道路施設修繕（防草対策）工事　他合併 単道草　第９１１４-４-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小路総合流域防災（急傾斜地）工事 総流防傾崩　第７９２９－０－１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

日田鹿本線単県災害防除（自然債）工事 単防災（自）　第１００９-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

日田鹿本線単県道路改良工事 単道改　第1009-0-102号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊志川単県河川掘削工事　他合併 単河掘　第１８２７－４－１０３号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新岩原川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）　第9914-0-103号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津留鹿本線（小坂１号橋）単県橋梁補修（地道債）工事 単橋補（道）　第１１９７-４-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鹿本管内単県道路舗装修繕その１工事　他合併 単舗修　第９１１４-１-１０２号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鹿本管内単県道路舗装修繕その２工事　他合併 単舗修　第９１１４-１-１０３号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（道路改良その２）工事 Ｈ２９　広域連携改築　第０３２５-０-１０６号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（道路改良その３）工事 Ｈ２９　広域連携改築　第０３２５-０-１０７号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池鹿北線他防災安全交付金（舗装補修）工事　他合併 防安（舗装）　第１０１８-０-１０３号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線他単県舗装補修（地道債）工事　他合併 単県舗装　（地　第１０５５-０-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岩野川単県自然債河川改良工事 自河改　第1819-0-102号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小路総合流域防災（急傾斜地）（法面工）工事　他合併
Ｈ２９　総流防傾崩　第７９２９-０-１０２号　合
併

鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竈門菰田山鹿線単県道路改良工事 単道改　第1315-0-102号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

植木山鹿線防災・安全交付金（改築）道路改良工事 防災安全改築　第１１１９-０-１０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度予算要求資料
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線（霜野地区）林地開発行為協議書 山鹿植木線防災・安全交付金（改築）事業
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積徴取
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国３２５号やさしい道づくり（交安１種国道）工事 やさ道交１国　第０３２５－０－１０４号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

熊本菊鹿線防災安全交付金(交通安全)工事 防安（交安）　第１０３７－１－１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

吉田川（荒瀬排水機場）単県特定物改築（機器更新）工 単県特構第９１１４-０-１０１号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

植木山鹿線単県橋りょう改築工事 単橋改　第1119-0-101号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岩村川単県自然債河川改良工事　他合併 自河改　第1817-0-101号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号他やさしい道づくり（交安２種国道）工事 やさ道交２国　第０３２５-４-１０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岩原川２９年発生河川災害復旧工事　他合併 ２９災補河　第0042-0-101号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

枝川内川単県河川掘削工事　他合併 単河掘　第9114-4-102号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山内川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）　第9914-0-101号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小坂川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）　第9914-0-102号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（舗装新設その２）工事 広域連携改築第０３２５-０-１０８号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（持松橋橋梁補修）工事 防安（橋梁）第６００２-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）工事 防災（交安）　第０３２５－０－１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（第二分田橋橋梁補修）工事 防安（橋梁）第６００２-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（新田中橋橋梁補修）工事 防安（橋梁）第６００２-０-１０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（新小川内橋橋梁補修）工事 防安（橋梁）第６００２-０-１０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

菊池鹿北線単県道路改良（舗装新設）工事 Ｈ２９　単道改第１０１８-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

日田鹿本線単県道路改良（舗装新設）工事 単道改　第1009-0-103号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）歩道改良工事 防安（交安）　第０３２５－２－１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

方保田山鹿線防災安全交付金（交通安全）工事 防安（交安）　第１３０１－０－１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（第一若宮橋橋梁補修）工事 防安（橋梁）第６００２-０-１０５号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（交差点照明）工事 Ｈ２９　広域連携改築第０３２５-０-１０９号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その１工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その２工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その３工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その４工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０５号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その５工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０６号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その６工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０７号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その７工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０８号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

畑中山鹿線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装（地　第１２００-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

畑中山鹿線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装（地　第１２００-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装（地　第１０５５-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竃門菰田山鹿線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝（地　第１３１５-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津留鹿本線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝（地　第１１９７-０-１０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝（地　第１０５５-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小路総合流域防災（急傾斜地）（法面工）その２工事 Ｈ２９　総流防傾崩　第７９２９-０-１０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

津留鹿本線防災・安全交付金（改築）道路改良工事 防災安全改築　第1197-1-101号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線防災・安全交付金（改築）取付護岸工事 Ｈ２９　防災安全改築第１０５５-０-１０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号防災安全交付金（交通安全）その８工事 防安（交安）　第０３２５－０－１０９号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山鹿植木線単県旧道移管（舗装補修）工事 Ｈ２９　旧道移管第１０５５-０-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

植木山鹿線防災・安全交付金(改築)舗装新設その２ 防災安全改築　第１１１９-０-１０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

竈門菰田山鹿線単県道路改良（舗装新設）工事 単道改　第1315-0-103号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（舗装新設その３）工事 広域連携改築第０３２５-０-１１０号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（舗装新設その４）工事 広域連携改築第０３２５-０-１１１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道３２５号広域連携交付金（舗装新設その５）工事 広域連携改築第０３２５-０-１１２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鹿本管内単県道路舗装修繕工事 （債務）　単舗修　第９１１４-１-１０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小路総合流域防災（急傾斜地）その２工事　他合併 総流防傾崩　第7929-0-105号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

日田鹿本線単県道路改良その２工事　他合併 単道改　第1009-0-104号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

身分証明書関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

支障物件移転（電柱移転等） 維持調整班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

畑中山鹿線他単県舗装補修（地道債）舗装構造調査委託 単県舗装　（他　第１２００-０-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

久原川１防災・安全交付金（通常砂防）地質調査委託 通常砂　第１５１４-０-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内防災安全交付金トンネル定期点検業務委託 防安（修繕）　第９１１４-１-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

管内県道防災安全交付金（橋梁補修）設計業務委託 防安（橋梁）　第６００２-０-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内防災・安全交付金（緊急改築）急傾斜地施設点 Ｈ２８　緊急改築　第９１１４-２-２０１号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内防災・安全交付金（緊急改築）地すべり防止施 Ｈ２８　緊急改築　第９１１４-３-２０１号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

管内国道点検防災安全交付金（橋梁補修）委託　他合併 防安（橋梁）　第６００３-０-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

管内県道点検防災安全交付金（橋梁補修）委託　他合併 防安（橋梁）　第６００４-０-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その１ 防安（交安）　第０３２５-１-２０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その２ 防安（交安）　第０３２５-１-２０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その３ 防安（交安）　第０３２５-１-２０５号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その４ 防安（交安）　第０３２５-１-２０６号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その５ 防安（交安）　第０３２５-１-２０７号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金事前調査委託その６ 防安（交安）　第０３２５-１-２０８号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本松尾線防災安全交付金（交通安全）測量設計委託 防安（交安）　第１１９６-０-２０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

方保田山鹿線防災安全交付金（交通安全）用地測量委託 防安（交安）　第１３０１-０-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

小路総合流域防災（急傾斜地）工事監督支援業務委託他 Ｈ２９　総流防傾崩　第７９２９-０-２０１号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金工事監督支援業務委託 防安（交安）　第０３２５-０-２０４号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大牟田植木線防災安全交付金工事監督支援業務委託 防安（防災）　第１００３－５－２０２号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

千田川単県河川調査（マイハザードマップ作成支援） 平成２９年度　単河調　第００００-４-２０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

岩野川単県河川掘削（測量設計）委託 単河掘　第1819-4-202号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

吉田川（荒瀬排水機場）特定構造物改築（社会資本）保 Ｈ２９　特構　第１８２３-０-２０２号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

白坂－２単県砂防調査（傾崩調査）委託　他合併 単砂調　第９１１４-４-２０４号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建設事故関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号防災安全交付金工事監督支援業務委託 防安（交安）第０３２５-０-２０６号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

菊池鹿北線防災安全交付金工事監督支援業務委託 防安（舗装）第１０１８-０-２０１号　合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

山鹿植木線防災・安全交付金（改築）測量設計委託 Ｈ２９　防災安全改築　第１０５５-０-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内北部地域単県道路維持補修業務委託 （債務）　単道修　第９１１４-４-２０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内東部地域単県道路維持補修業務委託 （債務）　単道修　第９１１４-４-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内中部地域単県道路維持補修業務委託 （債務）　単道修　第９１１４-４-２０３号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内南部地域単県道路維持補修業務委託 （債務）　単道修　第９１１４-４-２０４号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

熊本山鹿自転車道線分田駐輪場トイレ維持管理委託 （債務）　単道修　第９１１４-４-２０５号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

小路総合流域防災（急傾斜地）工事監督支援業務委託他 Ｈ２９　総流防傾崩　第７９２９-０-２０２号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

国道３２５号広域連携交付金（道路改築）工事監督支援
Ｈ２９　広域連携改築　第０３２５-０-２０２号合
併

鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内（北部）単県河川海岸維持管理業務委託 H29債務　単河海維　第9114-4-201号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内（南部）単県河川海岸維持管理業務委託 H29債務　単河海維　第9114-4-202号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内単県河川海岸維持管理業務（巡視・点検）委託 H29債務　単河海維　第9114-4-203号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

黒木鹿北線単県道路施設修繕（側溝修繕）測量設計委託 単道施　第１０１３-４-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

小路総合流域防災（急傾斜地）（修正設計）委託 Ｈ２９　総流防傾崩　第７９２９-０-２０３号合併
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和仁山鹿線単県災害防除（自然債）用地測量委託 単防災（自）　第１１９５－０－２０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内防災・安全交付金（緊急改築）渓流保全工計画 Ｈ２９　緊急改築　第９１１４-３-２０１号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鹿本管内防災・安全交付金（緊急改築）渓流保全工計画 Ｈ２９　緊急改築　第９１１４-３-２０２号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

和仁山鹿線単県道路改良（測量設計）委託 単道改　第1195-0-203号
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故関係 事故報告、事故調査委員会
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

開発行為に伴う調整池等の設置について （株）アーバンホールディング
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

復命書
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書の開示決定 維持調整班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

鹿本水防区水防災意識社会再構築協議会
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服類貸与関係綴
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

護岸雑草処理業務委託関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水門保守点検業務委託関係 自家発電機保守点検
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

荒瀬排水機場地下タンク定期点検 管理総務班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

千田川水門及び小柳水門保守点検業務委託
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水門保守点検業務委託関係
平成３０年度自家用電気工作物保安業務委
託

鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水門保守点検業務委託関係
平成３０年度河川管理施設荒瀬排水機場等
操作業務委託

鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定関係綴
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 道路占用料
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 河川占用料
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙実績報告 特殊車両通行許可
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 Ｈ２９年度　歳入金の戻出について
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

土地改良区協議 用地関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

印鑑証明書公用無料交付申請書
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

山鹿市協議 用地関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附受納関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係（１）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

地目変更登記関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

登記関係（２）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

境界立会い 河川
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

要望活動関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

運転日誌
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成29年度　若手技術者表彰
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

監理課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

用地対策課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

土木技術管理課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路整備課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路保全課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

都市計画課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

河川課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

砂防課からの通知 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

鹿本地域廃棄物不法投棄対策連絡協議会関係綴
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

関係各課からの通知等 所属宛メール
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

住基ネット関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

各種調査・報告関係 用地関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 監理課等土木部関係綴（管理総務班）
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 白坂地区急傾斜地崩壊対策事業要望について
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通行規制関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建設業関係報告等
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 インフレスライド関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川巡視報告
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土砂災害防止月間における山鹿市担当者説明会
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経理出納班関係通知等
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 重要水防区間に係る水防管理者との合同巡視
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務振興課関係通知等
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 関係機関への通知・照会・回答 道路関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一日河川パトロール関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 共通事務費関係綴
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制 維持調整班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 屋外広告物に関する通知及び照会
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害復旧事業
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 関係機関への通知・照会 特殊車両通行許可関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 埋蔵文化財に関する文書等
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川関係通知・照会 管理総務班
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 届出・その他 道路関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 035 その他の事項
公物又は公共物の管理瑕疵に
関する事項

平成29年度　鹿本土木管内道路管理瑕疵関係綴
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

水防関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

鳥インフルエンザ等対応関係
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

工事関係入札参加資格関係綴 監理からの通知他
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

入札参加者資格有資格者名簿
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路供用開始
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 山鹿植木線（南島工区）旧道引継ぎに関する覚書
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域変更
鹿本地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

猫の適正飼育推進事業関係
鹿本地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除関係 衛生環境課
鹿本地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

ホームページ登載関係 衛生環境課
鹿本地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

観光標識に係る道路占用許可等関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 009
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域に係る届出、報告等に
関する事項

過疎対策
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

政策調整事業
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

移住定住対策
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

職員研修関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県と山鹿市の行政運営の一体的な取組関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度防災会議関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会計事務研修会関係 （振興局研修会・地方支出機関担当者会議）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

鹿本地域県出先機関主要事業説明会
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

鞠智城国営公園化推進事業
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

やまが職業相談総合センター情報連絡会議
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

復命書（出納関係）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給及び昇格関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

給与関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

平成２９年度交通事故・違反報告関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係（休暇等）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の営利企業等従事許可申請
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

H29レクリエーション関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

共済組合・互助会関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理関係綴り
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 Ｈ２９事後指導関係綴り
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員等任用関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員等報酬支払関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

出納事務嘱託員採用試験関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

平成２９年度補職任命関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 平成２８年度歳入歳出決算書（管内所属分）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係１
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係２
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

年間購読
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

総合評価方式による条件付き一般競争入札
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書綴（総務・年間）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書綴（保健・農林・土木）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書綴（被服・印刷・公用車・庁舎管理）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員等任免関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書綴　２
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 戻出決定書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書綴　１
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書綴（一般需用費）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書綴（一般需用費以外）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書取消綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 戻入決定書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴１
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴２
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴３
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴４
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴５
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴６
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴７
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書綴８
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

資金前渡精算書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手用紙整理簿綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手振出済通知受領書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 支払方法変更綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 予算執行表（歳入・歳計外）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 予算執行表（歳出）１
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 予算執行表（歳出）２
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支払遅延防止等に係る文書綴り
(歳出整理表・歳入整理表・支出未済一覧表・
歳計外）

鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 県税収納に係る帳簿類等の取扱
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 030 会計に関する事項 資金前渡の整理に関する事項 資金前渡整理簿
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係綴り
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 燃料券需要伝票綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 郵便切手等需要伝票綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の不用決定
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理総括
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 H29予算要求関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等樹木管理等業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等衛生病害虫等駆除業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎他建築設備点検業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度保健福祉環境部庁舎ボイラー保守点検業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 鹿本総合庁舎等機械警備業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 鹿本総合庁舎等自家用電気工作物保安業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等特定建築物等維持管理業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等空調設備保守点検業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎設備機器運転監視等業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等消防用設備等保守点検業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等自家発電設備保守点検業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度　局長宿舎　支出調書
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度　次長宿舎　支出調書
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 PCB汚染物処分関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 ＰＣＢ廃棄物処理委託綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 鹿本総合庁舎ほかアスベスト関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度鹿本総合庁舎等産業廃棄物処理業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等一般廃棄物処理業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度鹿本総合庁舎等産業廃棄物処理業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 鹿本総合庁舎等清掃業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度鹿本総合庁舎設備機器運転監視等業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度鹿本総合庁舎等空調設備保守点検業務委託
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度　局長宿舎
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度　次長宿舎
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度鹿本総合庁舎等消防用設備等保守点検業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度鹿本総合庁舎等特定建築物等維持管理業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度鹿本総合庁舎自家発電設備保守点検業務
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

平成29年度　行政財産使用許可
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 005
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

執務室管理に関する事項 H29エコオフィス関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

ホームページ管理関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

鹿本未来づくり施策提案募集
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

商工観光労働部関係 観光・国際スポーツ関係以外
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

総務部・その他の部局関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

企画振興部関係 情報企画課以外
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

広報広聴関係・広報課関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

男女協働参画・NPO・生涯学習関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課からの通知及び照会等綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

山鹿灯籠まつり綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・雑件綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

観光・物産・国際スポーツ関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地方創生関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

税務課通知等
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

市町村課文書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

発注見通し公表関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

出納総記
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事入札関係綴（記載事項変更・指名停止情報）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事関係綴（通知文・照会等）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 任期付職員関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災関係①
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事課研修・庶務事務・服務等
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 管理調達課関係文書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計課関係文書綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他の課からの通知綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県政情報文書課通知等
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事課関係通知
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村課関係文書
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度防災関係（鹿本地方災害対策要綱）
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 蒲島賞関係綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 時間外勤務及び休日勤務に関する協定
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消防計画関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 選挙関係
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一体的取組に伴う物品取扱協議
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県と市町村との人事交流関係綴り
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 文書の審査及び公印の適正使用に関する通知
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公務災害
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事現場立入点検綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 平成29年度安全運転関係綴り
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

指名審査会設置要領等綴
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

職員以外の所得税関係各種法定調書等
鹿本地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

保健医療計画関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険事業所（施設）変更届 変更届
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（社会福祉法人　宥明会）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係
指定・変更届（ライフワークサポート株式会
社）

鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（愛隣園）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（ハートマイン）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

災害救助法関係綴 災害救助法
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（山鹿市社会福祉協議会）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

地域密着型サービス事業所関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（有限会社　ワイエスプラン）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（社会福祉法人　三ツ葉司会）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（ウィンディ２１やまが）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（ブレス）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（合同会社　とまり木）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（社会福祉法人グリーンコープ）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係
指定・変更届（株式会社Ｋ・Ｎ・Ｋコーポレー
ション）

鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（株式会社サン・シーエル）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（株式会社ニチイ学館）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（サポートこやなぎ株式会社）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所等関係 指定・変更届（ＮＰＯ法人花織部）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 償還完了関係（台帳・申請書・借用書）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 貸付決定関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 督促状・催告状関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

高齢者福祉 認知症関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域包括支援センター関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県と市の行政運営の一体的な取組みに係る連携推進会議 連携推進会議、保健福祉環境分野調整会議
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

高齢者福祉関係 （高齢者福祉計画・介護保険事業計画等）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

鹿本未来いきいき健康ライフまちづくりプロジェクト
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

山鹿在宅ケアネットワーク協議会関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

厚生労働統計表彰関係綴 厚生労働統計表彰
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修 開催通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

母子父子寡婦福祉資金貸付委員会 委員推薦関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理体制関係 衛生推進者選任、安全衛生関係推進
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌、主要事業関係 保健福祉環境部の事務分掌
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

図書等の年間購読について
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 行政財産使用料 徴収伺（九州電力）
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 母子父子寡婦福祉資金
収納者一覧・納入通知書・口座振替不能・違
約金発行

鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係綴 庁舎管理
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理 職員駐車場借上
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理関係綴 庁舎管理に係る業務委託関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

庁舎管理 行政財産目的外使用許可関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

戦没者慰霊祭関係 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

ホームページ関係 登載・更新等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

指定障害福祉サービス事業所 指定・変更　通知
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

指定障害児通所支援事業所（児童福祉法関係） 指定・変更　通知
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

生活保護関係（行旅病人死亡等） 通知文等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

山鹿市ふれあいピック・特別支援学級学習発表会
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉関係 通知、会議・研修等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＩＴインストラクター・各種情報システム関係 通知・登録申請等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係 通知、研修・会議等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 暴力虐待防止関係 通知、研修・会議等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健福祉環境部総括関係綴 部総括
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域療育関係 通知、研修・会議等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉関係 通知、研修・会議等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者福祉関係（総括） 高齢者福祉
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年健全育成関係綴 青少年健全育成関係
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者福祉関係 百歳高齢者等関係調査
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 母子父子寡婦福祉資金（総括） 県からの通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全対策関係綴 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消費者行政関係綴 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境・地球温暖化防止関係 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域防災・災害救助関係 通知・報告
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県政情報文書課関係 通知・照会等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権・同和関係 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個人情報保護・情報公開条例関係綴 通知等
鹿本地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

農業コンクール
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

養蜂関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

産地パワーアップ事業 一般文書
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度攻めの園芸生産対策事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

地域特産物産地づくり支援対策事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度畜産クラスター事業補助金関係 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

家畜導入事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

中山間地域等ＪＡ参入営農モデル事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害対策（国庫）補助事業 国庫補助金関係書類
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地集積加速化事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農関係 （農業公社）新規就農支援助成事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農村女性起業活動実態調査
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度地域営農組織ステップアップ支援事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

防災営農施設整備計画
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

直売所等販売力アップ連携体制支援事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

野菜産地システム化推進対策事業に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 008 003
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

栄典に関する事項 褒章・勲章・表彰関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農地集積関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

野菜振興
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

新規採用職員研修関係 農家派遣研修等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

平成２９年度　農林部職員の交通安全について 交通事故発生報告
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 平成２９年度　農林部健康管理推進関係綴り 職員定期健康診断について
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 公用車の更新
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 医薬用外毒物及び劇物管理
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係 要望調査等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 公用車の不用決定
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

環境保全型農業 エコファーマー
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

野菜生産振興
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

GAP導入支援に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

環境保全型農業に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

普及指導協力員に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

鹿本地域農業改良普及事業協議会
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

普及指導員活動実績に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

各種統計調査に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

果樹振興に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

新聞・雑誌年間購読
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

農業用廃プラスチック関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

人権研修 農林漁業団体職員等人権啓発研修他
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

主要農作物種子生産対策 主要農作物生産対策
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ＧＡＰに関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

麦・大豆に関すること
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

平成２９年度鹿本地域畜産共進会関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

農業団体総記
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 空中散布（無人ヘリ） 無人ヘリ防除
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣被害対策文書 一般文書
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地産地消・6次産業化関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと里もんプロジェクト推進事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫体制構築関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農薬安全・適正使用
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水稲生産指導
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ３年      2090 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県施肥防除協会
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹競争力強化推進事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 植物防疫
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業経営同友会
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指導農業士連絡協議会
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新規就農関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域農業支援 モデル地区支援事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農大・農高連携関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜人工授精師、受精卵移植師関係 通知等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産クラスター事業 一般
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農作業安全 通知報告等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業推進モデル展示ほ
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導計画
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性農業者育成
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度地下水と土を育む農業育成事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営体育成支援事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 園芸生産総合推進事業 野菜産地システム化推進事業
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 飼料一般 通知等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもとふるさと食の名人関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 一般農政
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業企業参入
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜価格安定事業関係 指定産地
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産振興 通知等
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 種畜検査
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産環境保全
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ふるさと・農地未来づくり運動関係
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 試験研究
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域農業サポーター
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

農業改良資金
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

農業制度資金
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

農業負債整理関係資金
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

証紙消印記録簿 実績報告
鹿本地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

分田地区農業水利施設保全合理化事業
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区経営体育成基盤整備事業関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第２１号工事
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第２２号工事
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第２３号工事
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第２４号工事
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

長坂地区農業競争力強化基盤整備事業第25号工事 Ｈ２９耕作条件
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事・委託検査関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

津留地区農業競争力強化基盤整備事業業務委託
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

分田地区農業水利施設保全合理化事業第1号業務委託
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

分田地区農業水利施設保全合理化事業第2号業務委託
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

分田地区農業水利施設保全合理化事業第3号業務委託
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

市町村負担金
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

進捗状況調査
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

施設管理関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

津留地区農業競争力強化基盤整備事業
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

中山間地域サポート推進事業関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業経営高度化支援事業
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地耕作条件改善事業
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

関係機関への通知・連絡等
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 物品購入関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の保管転換
鹿本地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農村計画課通知文書関係
鹿本地域振興局農地整
備課長

2087 １年      2088 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

局政策調整費事業 鹿本地域運動普及啓発事業（保健予防課）
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

公衆衛生看護研修（中堅期）
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績修正申請
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

特定個人情報について
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 栄養士・調理師免許関係証紙消印記録簿 保健予防課
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1249 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子システムに関すること
鹿本地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第１２次鳥獣保護管理計画関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

鳥獣捕獲許可関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

狩猟者登録関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

狩猟免許試験・免許更新関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林業種苗関係 生産事業者登録、再交付等
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 009
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域に係る届出、報告等に
関する事項

保安林指定・管理関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特定鳥獣適正管理事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　治山事業（一般文書）関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山計画書綴（平成３０年度計画）
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山事業関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県有林造成事業（環境林整備事業）設計図書 山鹿市鹿央町霜野（県有林国見山団地）
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（森林保全施設管理整備１号工事）
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成30年度保安林整備事業計画書 計画概要書及び計画書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（予防火山１号） 山鹿市菊鹿町池永字岩原
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（予防通常１号） 山鹿市鹿北町四丁字堂原
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（緊急予防１号） 山鹿市鹿央町合里字北平
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（保安林改良１号） 山鹿市鹿北町椎持字後川内
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係書類（保安林改良２号） 山鹿市菊鹿町矢谷字瀬野
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

平成３０年度自然公園等施設リニューアル事業計画概書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

平成30年度九州自然歩道清掃管理委託
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

美しい森林づくり基盤整備交付金事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

水とみどりの森づくり活動支援事業関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林化促進事業関係 水とみどりの森づくり税事業
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林建連携路網整備促進事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

民有林主伐・植栽一貫作業システム推進事業関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成３０年度県有林予定計画書 県有林国見山団地
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

林業技術研修 旅費の調整
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

林務課への業務支援 県北広域本部及び玉名地域振興局への依頼
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

鳥獣保護管理員関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与に係る購入について
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 県有林土地貸付収入調定関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 平成２９年度　治山事業（立木補償）関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 公用車の任意保険加入
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 公用車更新関係綴り スズキ　エスクード
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の不用決定
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林・林業施策等文書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　技術管理課（一般文書等）関係綴 一般文書・単価・各種システム等
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及指導員活動状況報告
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　技術管理課（要領等）関係綴 要項・要領・基準改正等
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護関係一般文書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業金融関係
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり保全関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合関係一般文書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐関係一般文書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 集約化・普及関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係一般文書
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及指導関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林野火災関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林病害虫関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然環境・公園関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材需要拡大推進協議会関係綴
鹿本地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

鹿本地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番１号竈門菰田山鹿線単県道路改良工事 第１３１５-０-３０３号
鹿本地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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鹿本地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評番２号国道３２５号防災安全交付金（交通安全） 第０３２５-０-３０４号
鹿本地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

熊本県警察本部協議 交通安全施設の占用
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

官民境界確定関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物協議関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物届出関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路原因者工事
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車輛通行許可申請・協議
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防指定地内行為許可
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用料
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施工承認
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川等総括
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可更新
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

くまもとマイリバーサポート事業
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2024 ５年      2029 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単価契約
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関との協議 熊本県公安委員会、ＪＲ等
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事及び委託設計書（重大な変更）
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積徴取
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中間前払い認定
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

証明書発行
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

トンネル情報盤　監視連絡業務 平成３０年度分（平成２９年度債務）
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

水門・樋門電気工作物保安業務・管理操作委託
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

除雪及び凍結防止作業関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

パトロール業務　Ｈ２９　スライド協議
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

委託契約 産山村との草刈委託契約
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

行政財産使用許可 道路パトロール休憩所
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

道路管理関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

災害関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

阿蘇水防区減災対策協議会 設立について
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求 工事関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用及び解職関係綴
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

検査員任命
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成２９年度書庫等整理関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員任免関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄附受納
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 事務機器賃貸借契約
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成２９年度公用車関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

公文書・調査案件　綴り
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路関係照会・回答・通知綴
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

管理総務班雑件
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　交通規制
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 建設業許可関係綴
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 行政財産使用許可関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 屋外広告物禁止標識設置業務委託 平成２９年度
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 年間購読
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 備品不用決定関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29　電気料金（俵山トンネル） 九州警察局
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 第３次災害査定関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 035 その他の事項
公物又は公共物の管理瑕疵に
関する事項

平成２９年度管理瑕疵関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

平成29年度水防待機
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

護岸雑草処理委託
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域変更（決定）・供用開始
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路廃道処分関係
阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 旧道引継（河陰阿蘇線）
阿蘇大橋架設位置変更に係る県道・村道引
継ぎ

阿蘇地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

土壌汚染対策法第４条届出
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

文書開示請求 動物愛護
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

文書開示請求 温泉
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開示請求（公害　廃棄物）
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

委託業務関係 衛生環境課
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

産業廃棄物処理施設等設置意見照会等文書
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 薬物乱用防止関係綴り
阿蘇地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 028
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

訴訟の提起及びその経緯 葛目急傾斜地
葛目急傾斜地崩壊危険区域内の盛土行為に
ついて

阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 １０年    2097 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

地すべり防止区域指定
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

急傾斜地危険区域の指定について 急傾斜地危険区域の指定について
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

災害復旧事業重要変更協議
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

砂防指定地の指定解除について
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

文化財調査関係
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 電子 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

土壌汚染対策法
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水道・電柱移転綴り
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事委託関係綴り
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

土木工事等に使用する材料との特別調査 臨時調査
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

変更指示書
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 １０年    2097 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

河川・砂防委託関係
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

伸縮計機械譲渡について
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2087 ５年      2092 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修、説明会関係
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示決定等
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川・砂防事業通知関係
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地元説明会 地元説明会
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 阿蘇ユネスコ世界ジオパーク関係
阿蘇地域振興局工務第
一課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

監督員変更関連
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2087 ３０年    2117 移管 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

砂防指定地の指定について
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

他の行政機関との協議関連
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

中間前払いに係る認定について
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

変更の指示について
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

電柱移転
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係文書
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業実施関連 災害第一班
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事関係文書 災害二班
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事故関係
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

身分証明書の発行について
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

公共事業の測量、調査、設計等に係る協議関係
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

各種申請（工事関係）
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

事業説明会関係
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

工務第二課指令番号簿 行政文書開示請求
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害に係る認定請求
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

資料
阿蘇地域振興局工務第
二課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

阿蘇地域振興局３６協定 阿蘇地域振興局３６協定
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 018
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金、助成金等交付等の記
録に関する事項

夢チャレンジ推進補助金・スクラム補助金
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

条件付一般競争入札関係　１
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

条件付一般競争入札関係　２
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

債権譲渡
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度観光関係綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

阿蘇地域復興バスツアー事業
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度派遣職員等に係る物品借上げ
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度福岡地区広報強化事業
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

過疎地域自立促進計画関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度消防関係（県業務）
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

移住・定住促進事業 政策調整事業
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

自転車を活用した交流人口拡大事業
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

文化行政 県民文化賞
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 013
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の名義後援又は共催に関す
る事項

名義後援
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度阿蘇地方主要事業説明会関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

防災関係 阿蘇地方災害対策会議
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

交通安全関係 交通安全啓発関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会計事務研修等 会計事務研修等
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県北広域本部会議 雑件
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町村長との意見交換会
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 009 組織、人事等に関する事項
市町村への権限移譲に関する
事項

市町村への権限移譲 関係市町村との協議に関する文書
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

派遣職員諸手当関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除申請綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

特定課題研修
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

平成29年度　福利厚生関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理綴り
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

衛生委員会等関係綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

専決事項の一部指定について 専決事項の一部指定について
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 035 組織、人事等に関する事項 被服の貸与記録に関する事項 被服貸与規程
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 広域本部・地域振興局政策調整事業
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

歳出予算の令達
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度定期監査 平成２９年度定期監査
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出調書　役務費　単価契約　宅配便配送料
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

コピー用紙単価契約 コピー用紙単価契約
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

大型電子複写等単価契約 大型電子複写等単価契約
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

阿蘇総合庁舎プロパンガス単価契約 阿蘇総合庁舎プロパンガス単価契約
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員任免
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員の事務引継 会計職員の事務引継
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

資金前渡職員指定 資金前渡職員指定
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

法定調書の作成等に関する事務に係る特定個人情報関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 未収金回収
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 遅延利息金支払い
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 平成29年度会計事務検査
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

公有財産 行政財産使用許可・普通財産貸付
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成29年度用品要求
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 平成29年度　物品毀損・亡失報告
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 平成29年度備品管理
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 平成29年度　産業廃棄物綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品廃棄
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 会議室等貸し出し
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度庁舎修繕
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 総合庁舎非常用自家発電機保安点検業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 大気濃度測定業務
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 駐車場外部貸し出し関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度防火管理綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度阿蘇総合庁舎他樹木管理業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 H30年度設備機器運転監視・空調設備保守等業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 H30年度阿蘇総合庁舎他清掃業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度阿蘇総合庁舎衛生管理業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度非常用自家発電機保安点検業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度内牧庁舎消防設備保守点検業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度自家発電設備保守点検業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度阿蘇総合庁舎廃棄物処理業務委託
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 臨時駐車場借上げ
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成30年度追録図書購読
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成29年度消防設備保守点検
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 H３０年度自治法派遣職員用事務用品の借上げ
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 Ｈ２９年度　支出調書　電気代　教職員住宅関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 平成２９年任期付職員宿舎借上げ
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 平成29年度職員住宅関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種照会その他に関する文書
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

地域づくり関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災関係 平成２９年度　防災関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 過疎地域自立促進計画関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H29　用品要求
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 服務管理
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種助成事業①
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種助成事業②
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各種助成事業③
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

平成29年度　インターンシップ関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

人事交流関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 107 001
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の任用情報に関す
る事項

出納事務嘱託任用関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

入札審査会 入札審査会
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

平成29年度火薬類綴
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

職員以外の源泉徴収票等法定調書作成関係
阿蘇地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次阿蘇地域保健医療計画
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

母子父子寡婦福祉資金貸付委員会
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

地域療育支援体制
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

生活保護返還徴収金
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

居宅介護サービス事業所等の変更届出書
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障がい福祉サービス事業所指定申請・変更届
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護施設・障害者支援施設　事故報告書
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

災害救助用備蓄物資
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

養護老人ホーム入所判定会議
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

阿蘇地域療育ネットワーク事業 ネットワーク会議
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

書籍の定期購読 定期購読伺い、検査調書
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 002
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

儀式等に関する事項（記念及び
式典に限る）

戦没者追悼式関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

表彰関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

在宅医療・介護連携推進事業
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 029 組織、人事等に関する事項
旅行命令及び復命（他項該当
外）に係る事項

母子福祉資金経理関係書類
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

局総務振興課・本庁各課関係（通知等）
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

青少年育成関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

障害福祉関係綴り （各種通知・照会）
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

障害福祉関係綴り② （各種通知・照会）
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

母子福祉・ＤＶ等関係綴り （各種通知・照会）
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ホームレス実態調査
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

住民基本台帳ネットワークシステム関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特定個人情報関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

防犯対策・犯罪被害者支援関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度地域包括ケア関係 地域包括ケア推進会議、各種通知・照会
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

障がい者スポーツ大会綴り 県大会、阿蘇郡市大会
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

相談員等服務関係綴り
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

高等職業訓練給付金関係綴り
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

高齢者福祉 各種通知
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

社会福祉協議会関係綴り （各種通知）
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

生活再建困難者支援業務
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権同和問題関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ハートフルパス関係
阿蘇地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

農業法人・農業参入法人
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 005 002
他地方公共団体に対する勧告
等及び意思決定

法令に基づく協議又は同意及び
その経緯

農業振興地域の事前協議（法定協議）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） 4月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ５月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ６月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ７月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ８月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ９月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） １０月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） １１月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） １２月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） １月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ２月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（第4条・第5条） ３月分
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地転用許可（本庁許可）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

家畜人工授精師
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

農地法第５条第１項の許可に係る事業計画変更申請書
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

里モンプロジェクト
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

台風被害生産施設復旧対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

家畜導入事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

生産総合事業関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

放牧活用型草原等再生事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

畜産　降灰対策事業 特殊自然災害対策施設緊急整備事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

畜産クラスター関係綴り 総記
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

とびだせトップグレード米戦略事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

環境保全型農業総合支援事業 Ｈ２８繰越
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

畜産近代化リース事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

特産関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

地下水保全堆肥広域流通促進事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２８年度畜産クラスター事業（繰越） 「平成２８年熊本地震対応」（大阿蘇酪農）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成29年度攻めの園芸生産対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

露地野菜生産拡大対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成２８年度攻めの園芸生産対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

農業気象災害（全般） 災害報告、農作物技術対策等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成２９年度台風3号に係る復旧支援及び対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成２９年度果樹競争力強化推進事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

平成29年度攻めの園芸生産対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業改良資金（債権管理等）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

世界農業遺産関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

野菜産地生産拡大対策事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域放牧関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土地利用型作物関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業近代化資金（申請・承認） 前向き資金計画承認、利子補給手続き等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

青年等就農資金及び青年等就農計画
前向き資金のうち新規就農者向け、計画承
認等

阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

団体支援課雑件 団体支援課所管のうち制度資金以外
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

牧野組合長会議
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業コンクール
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農産物利活用
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

被災農業者向け経営体育成支援事業
（県事業名：震災復旧緊急対策経営体育成
支援事業）

阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本地震被災対策資金（申請・承認等）
地震対策近代化資金（国・県）、緊急資金
（県）等

阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農地集積加速化事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農大・農高連携
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

普及協力委員・指導農業士関連
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農地集積加速化事業 農地集積事業に基づく会議
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業機械・農作業安全関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

阿蘇地域農業振興協議会
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県産麦パートナー強化推進事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

集落営農関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

担い手、農業法人等 担い手育成、農業法人及び法人化
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米振興関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本地震営農支援事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

畜産特別資金
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農者（全般） 新規就農施策全般
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業制度資金（全般）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業経営負担軽減支援資金　(新規）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

経営体育成支援（融資主体） Ｈ２９追加要望
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

台風被災等災害資金 平成２９年度台風３号、大雨被災対策資金等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）
日本政策金融公庫関連及び県自立経営体資
金

阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

担い手確保・経営強化支援事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

公用車
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

就農支援資金（過年度分債権管理等） 早期償還、各種調査等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要農作物奨励品種決定調査事業
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 018 事業の実施に関する事項
研究機関実施の調査研究（一
般検査以外）

試験研究
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

表彰候補者推薦 叙勲・褒章ほか
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

阿蘇地域肉用牛放牧・採草調査
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

普及指導員研修
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農林業団体職員等への人権問題啓発研修
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

H29茶業関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

新採トレーナー関係綴り
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示請求
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

地域農業サポーター
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

普及指導員の補職について
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 阿蘇地域農業振興協議会　職務専念義務免除関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

小作主事の補職について
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査調書 農林部
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙実績報告関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 土壌分析室ガス契約関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

就労証明書
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

農業くまもとアグリ
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

現地情報
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

肉用牛関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 027 その他の事項
国の委託を受けて行う調査に関
する事項

野菜価格安定事業 野菜価格安定対策・各種野菜調査
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農林水産部（生産経営局ほか）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 他部局（総務振興課ほか）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農薬安全対策関係 病害虫・農薬登録関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と土を育む農業に関すること くまもとグリーン農業、GAP、環境直払等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業者関係 ４ＨＣ
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土壌肥料に関すること
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜振興 県が主催する研修会、説明会等に関すること
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 種畜検査関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興に関すること
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導計画書に関すること
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 草地・飼料関係綴り 通知文等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫関係綴り 鳥インフルエンザ等
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業女性
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産総記
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間農業支援関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産環境保全対策関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産共進会関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 植物防疫・肥料農薬 施肥防除
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農作業事故調査
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 米・麦・大豆関係
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪肉近代化計画策定に関すること 市町村計画策定
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2019 ３年      2022 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中小家畜（養蜂関係含む）
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜商関連
阿蘇地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

阿蘇やまなみ２期地区中山間地域総合整備１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業 第２号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇中部２期地区広域営農団地農道整備事業
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第２２号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第２３号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第２号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第３号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第４号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第５号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第１０号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第１１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第７号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第８号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第９号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

草地畜産研究所農研センター施設・設備災害復旧事業
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

Ｈ２８坂梨古城地区中山間地域総合整備事業第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇やまなみ２期地区中山間地域総合整備事業第２号工
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第一一の宮地区農業競争力強化基盤整備事業 第１号工事　他合併
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県営受託（南阿蘇村、西原村）
Ｈ２８年発生災害団体営農地等災害復旧事
業

阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原村地区農地等災害復旧受託事業 工区割
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業 相談連絡員
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇やまなみ２期地区中山間地域総合整備事業 第３号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇中部地区県営農地等災害復旧事業（明許） 第３号工事　他合併
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇中部地区県営農地等災害復旧事業（明許） 第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原村地区農地等災害復旧受託事業 第２号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原村地区農地等災害復旧受託事業 第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原村地区農地等災害復旧受託事業 第３号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原村地区農地等災害復旧受託事業 第４号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

団体災害復旧に係る技術支援業務関連
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第６号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

やまなみ２期地区占用許可申請綴り
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県営事業計画変更 第一一の宮
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇谷地区県営農地等災害復旧事業（農地等） 第２１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業 第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

協議関係綴り 第一一の宮地区・第二一の宮地区
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業 第３号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇中部地区県営農地等災害復旧事業（明許） 第２号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

西原地区農地等災害復旧受託事業 第５号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事。業務検査関係 竣工検査関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇中部地区県営農地等災害復旧事業（明許） 第６号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

南阿蘇村地区農地等災害復旧受託事業　第１号工事 立野用水
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

阿蘇やまなみ２期地区中山間地域総合整備事業 第３号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H29年度工区割
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

乙ヶ瀬地区農業農村整備調査計画（単県実計） 第１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業 第２号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

坂梨・古城地区中山間地域総合整備事業第１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

乙ヶ瀬地区中山間地域総合整備事業 第２号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

乙ヶ瀬地区中山間地域総合整備事業 第１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

乙ヶ瀬地区中山間地域総合整備事業 第３号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

両併西部地区農業競争力強化基盤整備事業 第８１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第四阿蘇地区農業競争力強化基盤整備事業 第１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

第一一の宮地区農業競争力強化基盤整備事業 第１号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

阿蘇やまなみ２期地区中山間地域総合整備事業 第３号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

農道の維持管理に係る調査関連
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度農業農村整備事業予算関係 予算、補助金等
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度農業農村整備事業予算関係資料（阿蘇） 予算、補助金等
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

防災事業（防災減災事業含む）
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

単県農業農村整備調査 乙ヶ瀬地区
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

中山間地域農地集積促進事業 乙ヶ瀬地区
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備事業予算関係 農地資源班、水資源農道班所管関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業経営高度化支援事業　関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

派遣職員の業務報告について
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求綴り
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 Ｈ２９　事務費等関係綴り
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調査関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間サポート推進事業他
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課関係文書
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

土地改良事業計画に係る調査報告 阿蘇やまなみ２期地区
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 132 001
土地改良法に基づく土地改良事
業に係る事項

県営土地改良事業計画に関す
る事項

平成２９年度計画変更関係綴り
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新採トレーナー関係綴 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

保健予防課庶務
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

健康食生活・食育推進事業関係 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員・臨時職員服務関係 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

地域振興局政策調整事業 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各種通知・照会等 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 108 003 恩給等に関する事項 受給者の管理に関する事項 住民基本台帳ネットワーク 保健予防課
阿蘇地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 内牧坂梨線
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 菊池赤水線（契約額変更）
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 黒川激特（再算定）
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 布田川
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 内牧坂梨線（契約額変更）
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 西湯浦
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 別府一の宮線（再算定）
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

建物等調査 阿蘇一の宮線（再算定）
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

復命書
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故の発生に関する文書 交通事故処理完了報告書等
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務の免除に関する文書 職務専念義務の免除に関する文書
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 嘱託職員服務関係
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

取得標準地協議
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

税務署事前協議
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

農業委員会等への通知・照会
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 １９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ２９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ３９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ４９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ５９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ６９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ７９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８５
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８６
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８７
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８８
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ８９
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９０
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９１
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

評価調書 ９４
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 １／９　１班①
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ２／９　１班②
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ３／９　１班③
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ４／９　２班①
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ５／９　２班②
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ６／９　２班③
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ７／９　３班①
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ８／９　３班②
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

交渉日誌 ９／９　３班③
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 30年      2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

個人番号管理台帳 マイナンバー
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

寄付受納
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

交換契約に関する文書
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

使用貸借申出書
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

地目変更・合筆登記申請
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 007 財産又は物品に関する事項
用地取得に伴う登記の記録に
関する事項

抵当権抹消依頼
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書関係綴 １／３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書関係綴 ２／３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書関係綴 ３／３
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 平成２９年度物品購入
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

運転日誌 １／２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

運転日誌 ２／２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地取得総括
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 用地対策課からの通知・照会
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各課からの通知・照会 １／２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 各課からの通知・照会 ２／２
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 3年       2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 九州用対連からの通知・照会
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土地鑑定評価及び意見書の依頼について
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度廃材処分単価等の認定について
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 不在者財産管理人選任申立てについて
阿蘇地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

平成２９年度保安林植栽義務例外認定関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成２９年度保安林内作業許可関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2022 ５年      2027 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林業労働力確保法に基づく認定事業主制度関係 認定事業体
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

鳥獣捕獲許可関係（県知事許可） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許試験関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成29年度保安林内作業協議関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許更新関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成29年度保安林立木伐採（皆伐）許可関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成29年度　保安林内立木伐採（皆伐）協議関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

平成29年度保安林内作業許可更新関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書
阿蘇郡産山村大字片俣字千部塚１０２３番２
ほか９筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発行為協議（連絡調整） 森林保全課みどり保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録申請 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

国定公園許可・届出関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書
阿蘇郡高森町大字上色見字下戸ノ下1902番
1外7筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発変更許可申請書
阿蘇郡高森町大字中字尾伊良２７９３番　他
１７筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可申請書
阿蘇郡小国町大字上田字合志5521-1他24
筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

平成29年度保安林内間伐・択伐届出書　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

平成２９年度立木伐採（間伐）協議関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発許可関係文書綴
阿蘇郡小国町大字黒渕字犬防田476番1外１
２筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発変更届出書 （株式会社　島村組）
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

林地開発変更届出書 （株式会社　村本建設工業）
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林台帳（Ｈ２８～） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林解除申請書
村道ゴルフ場・湯の谷線（南阿蘇村大字長野
地区）

阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

第１２次鳥獣保護管理事業計画関係綴り 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林解除申請書
阿蘇市一の宮町坂梨字大島１０９６－１ほか
１筆

阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

シカ森林被害防止事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林造成促進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

針広混交林化促進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

くまもとの森林利活用最大化事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

間伐等森林整備促進対策事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

特定鳥獣適正管理事業 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

有害鳥獣被害対策事業 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

アライグマ防除体制強化事業 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

林業・木材産業改善資金事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

民有林主伐・植栽一貫作業システム推進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

木材利用普及啓発事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林病害虫防除事業関係綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林環境保全整備事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度繰越　国立公園施設災害復旧事業 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然環境整備交付金（国立公園整備事業） 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県有林林道作業道維持修繕事業 森林整備課　県有林班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　阿蘇管内保育事業第１号工事 阿蘇市一の宮町手野字向平ほか
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　阿蘇管内保育事業第２号工事 阿蘇郡南小国町大字中原字芹原
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　阿蘇管内保育事業第３号工事 阿蘇郡高森町大字上色見字猫嶽　地内
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　保安林改良事業第1号工事 阿蘇郡西原村大字宮山字医王寺向
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園等施設リニューアル事業関係 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国立公園満喫プロジェクト推進事業
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

自然環境整備交付金（国立公園整備事業） 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 013 事業の実施に関する事項
国直轄事業の計画・実施等決
定及びその経緯

平成２９年度　水とみどりの森づくり活動支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森と担い手をつなぐ集約化促進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

くまもと木材新流通システム構築事業 補助金
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林整備地域活動支援交付金申請
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林建連携促進対策事業 補助金
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林業労働災害防止プロジェクト事業 安全装備導入等支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

くまもとの木とふれあう木育推進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

木を活かした景観づくり支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度　水とみどりの森づくり活動支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

緑の産業再生プロジェクト促進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林建連携林業機械導入支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

木とともに育つ環境整備事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成30年度熊本県緑の産業再生プロジェクト促進事業 計画作成申請
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成30年度　保安林整備事業計画概要書 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成30年度保安林整備事業実施計画書 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

木材加工流通施設等復旧対策事業（豪雨災）
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

熊本県林建連携林業機械導入支援事業処分関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度熊本県水とみどりの森づくり推進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林・山村多面的機能発揮対策交付金
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

特用林産物施設化推進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

たけのこ・竹材生産支援事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

自然環境整備交付金（国立公園整備事業）市町村営 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

林業普及計画・実績・月報
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有林整備事業関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度鳥獣保護区等標識整備事業 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

希少野生動植物保護管理事業関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

平成２９年度　表彰行事関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会議関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

森林保全班会議関係綴 担当者会議等
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度狩猟者登録事務説明会 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

豊かな森林づくり人材育成事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

研修会関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

県有林巡視員、鳥獣保護管理員委嘱状交付式 森林整備課、自然保護課
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度　鳥獣保護管理員委嘱 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

平成２９年度事務分掌関係綴
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 平成２９年度　証紙消印実績報告書（狩猟関係） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

県有林関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

阿蘇みんなの森　財産管理関係 森林保全課　保安林班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

県有林処分関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

県有自然公園施設清掃管理委託関係（市町村分） 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

県有自然公園施設清掃管理委託関係（自然公園財団） 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

九州自然歩道清掃管理委託関係（市町村） 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

阿蘇管内森林公園施設災害復旧事業（阿蘇地震） 森林保全課　保安林班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

県有自然公園施設清掃管理委託（南阿蘇野草園） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

平成３０年度阿蘇みんなの森管理業務関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

県有公園施設営繕事業 自然保護課　自然環境・公園班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

狩猟免状・登録証等　再交付及び変更関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

木材利活用推進関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林業研究指導所関係 一般文書
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

小国町森林組合常例検査
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

森林計画関係例規 森林整備地域活動支援交付金含む
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

森林計画一般文書
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林業担い手育成班関係 一般文書
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林業普及指導関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

鳥インフルエンザ関係綴り（通知、依頼、照会） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

森林組合指導　関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特産樹芸関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

林野火災報告 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

森と担い手をつなぐ集約化促進事業
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

国定公園許可届出対応綴り 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度保安林関係一般文書　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課関係　一般文書綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護関係 通知、依頼、照会等
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐 例規関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特産樹芸関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐 一般文書
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林地開発報告関係 森林保全課　みどり保全
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 阿蘇南郷檜ブランド化推進協議会関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業種苗関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林・山村多面的機能発揮対策交付金
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材産業等高度化推進資金関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課自然環境・公園班　一般文書綴 自然保護課　自然環境・公園
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度技術管理課関係一般文書　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣関係合同指導取締 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度環境緑化関係　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度阿蘇森づくり協議会関係　綴 （緑の少年団）
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林間伐 一般文書（林業専用道関係）
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全班関係　一般文書綴
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 狩猟事故・違反等　対応記録 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり普及（緑委等）関係一般文書 森林保全課みどり保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産物生産統計調査
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 希少野生動植物盗掘等防止活動 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然環境関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林構事業等により取得した機械施設の処分　関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 木材需要拡大推進関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県有林事業関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水とみどりの森づくり関係
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成29年度　自然公園施設管理関係文書　綴 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥インフルエンザ関係綴り（通知、報告、照会） 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　ガンカモ類及びカワウ生息調査 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 むらづくり課関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林病害虫関係　照会通知 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　ＩＴインストラクター関係 林務課
阿蘇地域振興局林務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 原野火入れ日程関係 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 褒章候補者の推薦 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度希少野生動植物保護管理台帳 森林保全班
阿蘇地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 008 組織、人事等に関する事項 退職に関する事項 退職に関する文書 県北・阿蘇土木部長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の休職、復職等に関すること 職員の休職、復職等 県北・阿蘇土木部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 平成29年度職員の服務に関すること H29職員の服務に関すること 県北・阿蘇土木部長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外・休日労働関係綴
県北・阿蘇保健福祉環境
部長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用
県北・阿蘇保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健福祉環境部総記
県北・阿蘇保健福祉環境
部長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

保安林指定調書 保安林台帳
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

治山事業計画概要書綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

治山事業計画書綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林整備センター協議関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業実施関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国立公園許可申請関係文書 ４の１
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国立公園許可申請関係文書 ４の２
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国立公園許可申請関係文書 ４の３
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国立公園許可申請関係文書 ４の４
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事に係る他所管調整関係文書綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林地荒廃防止施設災害復旧事業 市町村営
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林地荒廃防止施設災害復旧事業
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事実施設計書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業計画協議関係綴 ２の１
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業計画協議関係綴 ２の２
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木工事単価関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

森林土木事業単価見積資料関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

森林土木事業労働安全衛生研修会関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林道災害復旧事業綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

熊本県森林・林業・木材産業基盤整備交付金
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度単県治山事業 県営
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度単県治山事業 市町村営
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度林地崩壊防止事業
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

森林土木事業研修・会議関係綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求　綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度　嘱託職員等管理関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 平成２９年度　立木補償関係 ２の１
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 平成２９年度　立木補償関係 ２の２
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 公用車関係 山地災害対策課
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課(IT関連)関係綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木関係通知綴 ２の１
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木関係通知綴 ２の２
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業一般文書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業一般文書
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 山地災害危険地区関係
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業照会・回答関係綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業繰越関係綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業進捗状況報告
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木関係復命書綴 ３の１
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木関係復命書綴 ３の２
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木関係復命書綴 ３の３
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業予算関係綴
県北阿蘇農林山地災害
対策課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）外部打合せ関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）調査関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）報道関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）地元説明関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課
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阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）予算関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）計画変更関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）ダム検討委員会関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）委託関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）法手続き関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）用水・受益関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）協議（外部）関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）協議（県）関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）諸元等・データ関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託　第６号業務委託関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託　第７号業務委託関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）関連施設情報連絡会関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）用地関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑ダム（ため池）警報発令時点検
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第15号業務委託関係
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第１４号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第１６号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第１８号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第１９号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県災害査定設計委託第２０号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区単県農地等災害復旧事業第１号工事
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 併用 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区県営災・工事費（過年）第１７号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区県営災・工事費（過年）第２２号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

大切畑地区県営災・工事費（過年）第２３号業務委託
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

阿蘇地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

大切畑地区農地等災害復旧事業
阿蘇地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

水防災意識再構築ビジョンに伴う芦北水防区減災会議
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（協議）
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特車通行許可 特車
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用更新許可Ｈ３０．３
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用警察協議
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用等 占用等
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路境界確認
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

水俣港港湾施設占用更新（水俣広域公園） エコパーク水俣占用更新
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用関係届
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

市町設計審査
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

電柱移転
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

交通規制協議
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

各種照会
見積依頼　河川区域内行為届　土地課税台
帳

芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

道路パトロール業務委託 工事内容、工期の変更等
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鉄道近接協議
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

市町村負担金の説明
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６８号広域連携交付金（舗装補修）工事 広域連携舗装第0268-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28水俣田浦線防災安全交付金（舗装補修）工事 H28防安（舗装）第1056-5-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28水俣出水線防災安全交付金（舗装補修）工事 H28防安（舗装）第1117-5-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28越小場湯浦線防災安全交付金（舗装補修）工事 H28防安（舗装）第1271-5-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28芦北球磨線防災安全交付金（災害防除）工事 H28防安（防災）第1027-0-104号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28芦北坂本線防災安全交付金（災害防除）委託 H28防安（防災）第1060-0-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）委託 H28防安（防災）第1272-0-207号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28越小場湯浦線やさ道（交安１地）測量設計委託 H28やさ道交１地第1271-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28越小場湯浦線単県舗装補修（地道債）設計委託 H28単県舗装（地第1271-1-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28国道268号単県道路景観整備工事 H28単道景第0268-1-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28古石天月線単県道路舗装工事 H28単舗修第1331-9-110号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28単県道路施設修繕測量設計委託 H28単道施第0000-9-207号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28単県道路施設修繕測量設計委託 H28単道施第0000-9-208号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28単県道路施設修繕調査設計委託 H28単道施第0000-9-209号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28単県道路施設修繕測量委託 H28単道施第0000-9-210号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28水俣田浦線単県道路施設修繕（防草対策）工事 H28単道草第1056-9-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）設計委託 H28防安（橋梁）第6001-0-203号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）工事 H28防安（橋梁）第6002-0-106号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）設計委託 H28防安（橋梁）第6002-0-204号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）設計委託 H28防安（橋梁）第6002-0-205号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）設計委託 H28防安（橋梁）第6002-0-206号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）工事 H28防安（橋梁）第6002-A-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）委託 H28防安（橋梁）第6002-A-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）委託 H28防安（橋梁）第6002-A-203号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28防災安全交付金（橋梁補修）委託 H28防安（橋梁）第6004-A-203号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６８号広域連携交付金（舗装補修）工事 広域連携舗装第0268-0-104号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６８号広域連携交付金（舗装補修）工事 広域連携舗装第0268-0-103号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６８号広域連携交付金（舗装補修）工事 広域連携舗装第0268-0-104号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道２６８号広域連携交付金（舗装補修）委託 広域連携舗装第0268-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線防災安全交付金（舗装補修）工事 防安（舗装）第1027-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線防災安全交付金（施設修繕）工事 防安（修繕）第1027-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線防災安全交付金（施設修繕）設計委託 防安（修繕）第1027-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道268号防災安全交付金（施設修繕）設計委託 防安（修繕）第0268-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線防災安全交付金（災害防除）測量設計委託 防安（防災）第1060-0-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）用地測量委託 防安（防災）第1272-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）支障物移転委託 防安（防災）第1272-0-203号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）設計委託 防安（防災）第1272-0-204号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）発注者支援委託 防安（防災）第1272-0-205号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線防災安全交付金（災害防除）工事 防安（防災）第1027-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮崎芦北線防災安全交付金（災害防除）工事 防安（防災）第1305-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

越k場湯浦線防災安全交付金（災害防除）測量設計委託 防安（防災）第1271-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道268号やさ道（交安2種国道）工事 やさ道交2国第0268-9-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道268号やさ道（交安2種地方道）工事 やさ道交2地第1056-9-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線単県旧道移管工事 旧道移管第1056-1-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線単県災害防除（自然債）工事 単防災(自）第1056-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣出水線単県災害防除（自然債）（法面）工事他合 単防災(自）第1117-0-101号　合併
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県道路調査（維持）測量設計委託 単道調第0000-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線単県道路調査（維持）用地測量委託 単道調第1272-0-203号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内単県道路調査（維持）防災点検委託 単道調第9119-0-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装(地第1027-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北球磨線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装(地第1027-0-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装(地第1056-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

古石天月線単県舗装補修（地道債）工事 単県舗装(地第1331-1-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

人吉水俣線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝(地第1015-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

古石天月線単県側溝整備（地道債）工事 単県側溝(地第1331-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

古石天月線単県側溝整備（地道債）測量設計委託 単県側溝(地第1331-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

一勝地神瀬線単県側溝整備（地道債）測量設計委託 単県側溝(地第1304-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道268号単県道路景観整備工事 単道景第0268-9-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

国道268号単県道路景観整備工事 単道景第0268-9-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内単県道路維持修繕除草委託 単道修第9119-9-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内単県道路維持修繕除草委託 単道修第9119-9-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線単県道路舗装修繕工事 単舗修第1056-1-102号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天月湯浦線単県道路舗装修繕工事 単舗修第1270-1-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内国道防災安全交付金（橋梁補修）橋梁点検委託 防安（橋梁）第6003-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（橋梁補修）施工委託 防安（橋梁）第6004-0-201号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

管内県道防災安全交付金（橋梁補修）橋梁点検委託 防安（橋梁）第6004-0-205号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線29年発生道路災害復旧工事 ２９災補道第0001-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

天月湯浦線外29年発生単県災害復旧事業設計調査委託 ２９設計調査第0000-0-202号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮崎芦北線単県道路災害復旧工事 ２９単災道第9110-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

深川津奈木線単県道路災害復旧工事 ２９単災道第9112-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

H28球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）工事 H28防安（防災）第1272-0-101号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨田浦線防災安全交付金（災害防除）事業 事業実施に伴う協議申請等
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線他単県道路維持修繕委託 単道修　第００００－９－２０１号
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

地籍成果提供依頼
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

測量・調査・設計関係身分証明書 発行手続
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

ロード・クリーン・ボランティア
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ロード・クリーン・ボランティア
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土木部管内概要更新
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

1283 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土木部管内概要更新
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

夜間パトロールの実施について
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

熊本県若手建設技術者表彰者の推薦
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

熊本県熊本県優良委託業務概要書の提出
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

統計
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示請求つづり
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

交通安全プログラムについて
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

経理・給与
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故報告 事故報告
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 平成30年度土木部所管事業要望資料
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県管理道路における自治会除草委託業務事業 自治会除草
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

トータルサービス契約（ＦＡＸ・プリンター）
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

自治会除草委託業務検査員任命 検査員任命
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 公用車車検 車検
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 シュレッダーの賃借
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 公用車不要決定申請 不用決定
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

自治会除草講習会及び説明資料配付 自治会除草配付
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

インターネット接続申請 インターネット申請
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

監理課
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路管理
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

漁業権計画に伴う照会 漁業権
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土木部各種規定
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 部長室行事関係
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水俣広域公園報告 エコパーク報告
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成３０年河川・海岸功労者の表彰 平成３０年河川及び海岸功労者
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 芦北地域振興局土木部危機管理マニュアル改訂
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路区域決定(変更)
芦北地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

（衛環）衛生環境課復命書 県外出張関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除関係 水俣・芦北地区薬物乱用防止指導員協議会
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 (衛環）証紙消印記録簿 薬事関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 （衛環）収入証紙消印記録簿 廃棄物関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 （衛環）収入証紙消印記録簿 営業関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 （衛環）収入証紙消印記録簿 食品関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 （衛環）収入証紙消印記録簿 動物・浄化槽関係
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 （衛環）公用車登録手続き関係 ホンダ　Ｎワゴン
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 （衛環）公用車運転日誌 食監車　Ｎワゴン
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 （衛環）公用車運転日誌 環監車　ＡＤバン
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 （衛環）公用車運転日誌 廃棄物監視車　ゼスト
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 （衛環）公用車廃車手続き関係 ホンダ　シビック
芦北地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

芦北水防区減災対策協議会
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

電柱移転
芦北地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

事業の実施に係る協議に関する文書
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

急傾斜地崩壊危険区域指定申請 急傾斜地崩壊危険区域
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

他の行政機関等との協議に関する文書
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

市町協定
芦北地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

赤松川特定構造物改築（社会資本）事業 エンジン設備修繕
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

赤松川特定構造物改築（社会資本）事業 ポンプ設備修繕
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

赤松川特定構造物改築（社会資本）事業 ポンプオーバーホール
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

赤松川特定構造物改築（社会資本）事業 排水機場点検整備
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

協定書関係
芦北地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

SIMAデータ等
芦北地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

越小場湯浦線単県道路改良（舗装）工事　他合併 H28単道改　第１２７１－A－１０１号　合併
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（福浦）防災・安全交付金（改築）工事 H29防災安全改築　第1056－1－101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

田浦港社会資本整備総合交付金（防安）防波堤補修工事 H2９社交金防安港　第１０７０－０－１０３号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上初野川防災安全交付金（火山砂防）工事 上初野川２管理用道路
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上初野川防災安全交付金（火山砂防）工事 上初野川１嵌入工
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上初野川防災安全交付金（火山砂防）工事 上初野川１砂防堰堤
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上初野川防災安全交付金（火山砂防）工事 発注者支援業務１
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上初野川防災安全交付金（火山砂防）工事 発注者支援業務２
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新川防災安全交付金（火山砂防）工事 発注者支援業務２
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新川防災安全交付金（火山砂防）工事 発注者支援業務１
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新川防災安全交付金（火山砂防）工事 流路工その２
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

新川防災安全交付金（火山砂防）工事 嵌入・渓流保全工（その２）
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牧の内川防災安全交付金（火山砂防）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

牧の内川防災安全交付金（火山砂防）工事 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大手川２防災安全交付金（火山砂防）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大手川２防災安全交付金（火山砂防）工事 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

杉迫防災安全交付金（急傾斜地）工事 3工区（擁壁工）0185
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

杉迫防災安全交付金（急傾斜地）工事 3工区（法面工）0192
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

中道（Ａ）防災安全交付金（急傾斜地）工事 Ｂ工区Ｃ工区0317
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

丸尾Ｂ防災安全交付金（急傾斜地）工事 擁壁工0088
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

丸尾Ｂ防災安全交付金（急傾斜地）工事 擁壁工0241
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

丸尾Ｂ防災安全交付金（急傾斜地）工事 擁壁工0241
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

乙千屋Ｃ防災安全交付金（急傾斜地）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

乙千屋Ｃ防災安全交付金（急傾斜地）工事 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大ノ根平防災安全交付金（急傾斜地）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大ノ根平防災安全交付金（急傾斜地）工事 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山口防災安全交付金（急傾斜地）工事 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山口防災安全交付金（急傾斜地）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

村中防災安全交付金（急傾斜地）工事 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

松生宇土防災安全交付金（急傾斜地）工事 擁壁工
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平生防災安全交付金（急傾斜地）工事 擁壁工
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内防災安全交付金（緊急改築）事業 急傾斜地点検１
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内防災安全交付金（緊急改築）事業 急傾斜地点検２
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内防災安全交付金（緊急改築）事業 渓流保全工長寿命化（旧芦北町）
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内防災安全交付金（緊急改築）事業 渓流保全工長寿命化（旧田浦町、津奈木町）
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北管内防災安全交付金（緊急改築）事業 渓流保全工長寿命化（水俣市）
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

丸尾Ａ単県急傾斜地崩壊対策事業 測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

丸尾Ａ単県急傾斜地崩壊対策事業 地質調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県砂防調査 的場地区用地測量
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

男島海岸海岸堤防等老朽化対策緊急（交付金）事業 ひび割れ断面補修
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

男島海岸海岸堤防等老朽化対策緊急（交付金）事業 北樋門補修工事
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

男島海岸海岸堤防等老朽化対策緊急（交付金）事業 北樋門詳細設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

赤松川単県特定構造物改築事業 赤松川樋門補修
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

赤松川単県特定構造物改築事業 エンジン設備修繕
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

赤松川単県特定構造物改築事業 点検整備委託
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

乙千屋川単県（自然債）河川改良工事 乙千屋川
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川掘削（自然債）工事 芦北町
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川掘削（自然債）工事 水俣市
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川海岸維持管理事業 芦北町
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川海岸維持管理事業 津奈木町
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川海岸維持管理事業 水俣市
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川海岸維持管理事業 河川巡視
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県河川調査事業 流量観測
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

護岸雑草処理事業 護岸雑草
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 田川川0007
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 田川川0365
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 大尼田川0009
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 宮の浦川0064
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 宮の浦川0096
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 水俣川0364
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川災害復旧事業 米田川0366
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

砂防災害復旧事業 乙千屋川0010
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

災害復旧事業測量調査 災害測量設計
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線（宮浦）防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1060-1-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線（宮浦）防災・安全交付金橋梁下部工工事 H29防災安全改築第1060-1-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線（宮浦２）防災・安全交付金橋梁上部工工事 H29防災安全改築第1060-2-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線（宮浦２）防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1060-2-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦北坂本線（宮浦２）防災・安全交付金道路改良その２ H29防災安全改築第1060-2-104号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（福浦）防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1056-1-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（福浦２）防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1056-2-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（福浦２）防災安全交付金道路改良その２ H29防災安全改築第1056-2-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（福浦）防災・安全交付金道路改良その２ H29防災安全改築第1056-9-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1118-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線防災・安全交付金法面工事 H29防災安全改築第1118-0-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線防災・安全交付金舗装新設工事 H29防災安全改築第1118-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

二見田浦線防災・安全交付金道路改良工事 H29防災安全改築第1254-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

人吉水俣線単県道路改良工事 H28単道改第1015-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

人吉水俣線（古里）単県道路改良工事 H29単道改第1015-0-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

人吉水俣線（古里）単県道路改良（舗装工）工事 H29単道改第1015-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（大迫）単県道路改良（舗装新設）工事 H29単道改第1056-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣田浦線（大迫）単県道路改良（土砂運搬）工事 H29単道改第1056-0-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線単県道路改良（道路改良）工事 H29単道改第1118-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯出大口線単県道路改良（舗装新設）工事 H29単道改第1118-0-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

古石天月線（告）単県道路改良（道路改良）工事 H29単道改第1331-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

古石天月線（告）単県道路改良（舗装新設）工事 H29単道改第1331-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園施設長寿命化対策（園路舗装）その１工事 H29公園長寿対策第3011-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園施設長寿命化対策（園路舗装）その２工事 H29公園長寿対策第3011-0-104号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園施設長寿命化対策（園路舗装）その３工事 H29公園長寿対策第3011-0-105号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園長寿命化対策パーゴラ改修その１工事 H29公園長寿対策第3011-0-106号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園長寿命化対策パーゴラ改修その２工事 H29公園長寿対策第3011-0-107号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園長寿命化対策パーゴラ改修その３工事 H29公園長寿対策第3011-0-108号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園長寿命化対策パーゴラ改修その４工事 H29公園長寿対策第3011-0-109号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園長寿命化対策（里ゾーン木琴パネル）工事 H29公園長寿対策第3011-0-115号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣広域公園単県都市公園環境整備（おもてなしＧＰ） H29単県公園環整第3011-0-101号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

田浦港社会資本整備総合交付金（防安）防波堤補修工事 H29社交金防安港第1070-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

水俣港社会資本整備総合交付金（防安）係留施設補修 H29社交金防安港第0030-0-102号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

田浦港社会資本整備総合交付金（防安）防波堤補修工事 H29社交金防安港第1070-0-103号
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 004 事業の実施に関する事項
公共工事の進行管理及び評価
に関する事項

現場代理人変更
芦北地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

測量に伴う身分証明書発行
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

測量・設計・調査関係身分証明書 発行手続
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

測量立入
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

越小場湯浦線単県道路改良（修正設計）委託 H28単道改　第１２７１－０－２０３号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

基礎調査
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

越小場湯浦線単県道路改良（詳細修正設計）委託　他合
H29年　単道改　第１２７１－０－２０２号　合
併

芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦３）防災・安全交付金（用地測量）委 H2９防災安全改築　第１０５６－３－２０４号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦北坂本線他防災・安全交付金発注者支援業務委託 H29防災安全改築第1060-1-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦北坂本線他防災・安全交付金発注者支援業務委託 H29防災安全改築第1060-1-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦北坂本線（立川）防災・安全交付金測量設計委託 H29防災安全改築第1060-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園長寿命化対策（防災安全）発注者支援委託 H29公園長寿対策第1060-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園長寿命化対策（防災安全）発注者支援委託 H29公園長寿対策第3011-0-205号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（湯の児）防災・安全交付金構造物予備設計 H29防災安全改築第1056-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（湯の児）防災・安全交付金地質調査委託 H29防災安全改築第1056-0-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（湯の児）防災・安全交付金用地測量委託 H29防災安全改築第1056-0-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線防災・安全交付金発注者支援業務委託 H29防災安全改築第1056-1-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦）防災・安全交付金建物事前調査委託 H29防災安全改築第1056-1-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線防災・安全交付金発注者支援業務委託 H29防災安全改築第1056-2-207号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦）防災・安全交付金大矢漁港基本設計 H29防災安全改築第1056-1-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦２）防災・安全交付金用地測量委託 H29防災安全改築第1056-2-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦２）防災・安全交付金水文調査委託 H29防災安全改築第1056-2-208号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦３）防災・安全交付金地質調査委託 H29防災安全改築第1056-3-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦３）防災・安全交付金構造物詳細設計 H29防災安全改築第1056-3-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浦３）防災・安全交付金用地測量委託 H29防災安全改築第1056-3-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港大黒町線（汐見）防災・安全交付金測量設計委託 H29防災安全改築第1268-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港大黒町線（汐見）防災・安全交付金地質調査委託 H29防災安全改築第1268-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港大黒町線（汐見）防災・安全交付金法面工設計 H29防災安全改築第1268-0-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港大黒町線（汐見）防災・安全交付金用地測量委託 H29防災安全改築第1268-0-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園長寿命化対策（防災安全）発注者支援業務 H29公園長寿対策第3011-0-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浜）単県道路改良建物事後調査その１ H29単道改第1056-1-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浜）単県道路改良建物事後調査その２ H29単道改第1056-1-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浜）単県道路改良建物事後調査その３ H29単道改第1056-1-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣田浦線（福浜）単県道路改良建物事後調査その４ H29単道改第1056-1-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

湯出大口線単県道路改良（道路修正設計）委託 H29単道改第1118-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

越小場湯浦線単県道路改良（詳細修正設計）委託 H29単道改第1271-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

深川津奈木線単県道路改良（地質調査）委託 H29単道改第1323-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園都市公園整備（公園施設詳細設計）委託 H29計公園第3011-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園都市公園整備（野球場スタンド設計）委託 H29計公園第3011-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園都市公園整備（放送設備設計）委託 H29計公園第3011-0-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（水準等測量）委託 H29単港調査第0030-0-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣広域公園単県都市公園整備（費用対効果分析）委託 H29単県公園整3011-0-203号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

芦北坂本線（宮浦）防災・安全交付金橋梁修正設計委託 H29防災安全改築1060-1-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾改修（維持修繕業務）委託 H29債単県港湾改築9119-S-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

田浦港・佐敷港単県港湾改修（維持修繕業務）委託 H29債単県港湾改築9119-S-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（ダイオキシン類処分場水質調査） H29単港調査第0030-0-201号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（排水計画概略検討）委託 H29単港調査第0030-0-202号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（水準等測量）委託 H29単港調査第0030-0-204号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（水質調査）委託 H29単港調査第0030-0-205号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

水俣港単県港湾調査（防波堤予備設計）委託 H29単港調査第0030-0-206号
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 010 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の維
持管理事業

水俣港点検
芦北地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 012 事業の実施に関する事項
公共事業に係る労働災害防止
に関する事項

建設事故調査委員会
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

発送文書
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開示請求等
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開示請求等
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

業者指名関係
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

官公庁との協議
芦北地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

旧道引継
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の管理に関する事項
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制等
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

単価見積・特別調査
芦北地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫
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芦北地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

見積・特別調査等
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

その他 指名停止処分該当通知等
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 138 001
土木工事、建築工事等の施行
に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

工事中止
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 供用開始
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙
県政情報文書
課書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 区域決定（変更）
芦北地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

（総企）第7次芦北地域保健医療計画策定関係 計画案の決定
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

やさしいまちづくり・ハートフルパス関係綴り
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ハートフルパス交付申請書 （上半期分）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ハートフルパス交付申請書 （下半期分）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

（総企）業務概要（管内概要含む）関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 008 006
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の表彰に関する事項（７４・７５
該当外）

（総企）統計表彰関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

部長室行事 行事予定・役職
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

（総企）人権関係 研修会、啓発等に関すること
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

部長室行事 メディカルコントロール協議会
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

部長室行事 水俣高校学校運営協議会
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

人事課関係 職員の履歴事項訂正
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 011 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（１
０１該当外）

人事評価関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故報告関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の服務関係 各種休暇申請・特例勤務・時間外勤務関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

職員の健康管理体制
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 029 組織、人事等に関する事項
旅行命令及び復命（他項該当
外）に係る事項

復命書 部長県外出張分
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務及び休日勤務に関する協定
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用関係 在宅療養支援体制づくり嘱託職員
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係 各種通知、勤務状況報告等
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌等関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

災害救助法 通知・照会（備蓄・避難所）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

災害対策要綱・災害待機実施要領
芦北地方災害対策要綱、会議、保健所待機
関係

芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

県総合防災訓練 打合せ記録・シナリオ
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

総務企画課総記 定期人事異動に伴う処理等
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与関係 申請書・借用書
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1291 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

芦北地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係 監査調書・監査事務局からの通知等
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

経理関係通知等 通知、会計職員の引継ぎ等
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告書 医事関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 経理関係綴り（支出関係書類控え）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

（総企）資金前渡精算関係 精神患者移送高速使用料関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理（エネルギー調査関係）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理（清掃等）
清掃、一般廃棄物、電設点検、昇降機点検、
害虫駆除

芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 003
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がある場合）

行政財産の使用許可 九電電柱（3年毎）、食品衛生協会
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

庁舎管理 昇降機改修、屋上防水等工事
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知および照会 （芦北地域振興局）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知および照会 （健康福祉部・環境生活部・その他）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

消費生活関係 各種研修会通知・復命書
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知および照会 （人事課）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総企）交通安全防犯関係 通知・照会、職員研修
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総企）地球温暖化防止対策 県からの通知
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 （総企）公用車関係 車検関係
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

情報企画課関係 （通知及び照会・回答）
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 122 001 青少年行政に関する事項
少年保護育成条例に基づく推奨
及び指定

(総企）青少年の保護及び育成関係 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務企
画課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

芦北地方災害対策要綱（改正）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

災害待機実施要領（改正）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

災害待機の手引（改正）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

地震発生時初動マニュアルの改正について
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

水俣・芦北地域振興計画関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

火薬関係 許可等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

自動車税の減免
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

条件付一般競争入札（総合評価） 入札関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

政策調整事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

宝くじ助成事業関係 コミュニティ助成事業
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

宝くじ助成事業関係 コミュニティ助成事業以外
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

過疎対策・移住・定住関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

「環境首都水俣」創造事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

海外大型クルーズ船対策事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと県南観光連携事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと県南フードバレー構想関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり応援負担金事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

火の国未来づくりネットワーク関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣・芦北地域環境FM事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣芦北地域観光推進協議会関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

政策調整事業関係 地域振興班関連業務
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣・芦北地域振興財団関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

肥薩おれんじ鉄道関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

観光標識整備事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣・芦北地域振興財団関係 環境技術研究開発事業
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣・芦北地域振興財団関係 地域振興事業
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

鹿児県北薩地域振興局との連携事業関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地方創生関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水俣・芦北地域振興推進協議会 プロジェクト事業
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 009 002
統計調査等資料の収集に関す
る事項

周期統計調査の資料収集（他
項目該当外）

観光統計関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

芦北地方災害対策会議関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

総合防災訓練
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

管内市町防災会議 会議資料
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

熊本県防災会議関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

熊本県地域防災計画・国民保護計画 計画書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

主要事業説明会
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

防犯協会
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

その他の団体
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求 平成３０年３月１５日受付分
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

「工事請負建設業者等選定要領」運用事項 指名
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

年末年始関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給昇格
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

市町村派遣職員に係る出勤状況等報告 出勤状況・時間外勤務等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 016 組織、人事等に関する事項 職員の源泉徴収に関する事項 源泉徴収関係 源泉徴収票・年末調整等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 017 組織、人事等に関する事項 職員の公務災害に関する事項 公務災害認定
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 再任用職員関係事務 通知・依頼等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 ハラスメント相談員
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除の承認
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

振興局職員研修 特定課題研修等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

研修・会議（本庁主催）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

職員レクリエーション
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 健康管理関係 健康診断、事後指導等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 定時退庁日時間外勤務状況報告
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 長時間勤務報告書、保健指導・助言指導
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理関係 衛生委員会・職場巡視等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

交通安全関係 　
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度　非常勤職員任用関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員賃金報酬関係 仕訳書等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員服務関係
出勤状況報告、欠勤届、年次休暇時季請求
書等

芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

担当事務の決定 職の補職
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 部局長表彰・知事表彰
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 歳入歳出整理表 管内支出機関
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度　定期監査関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

H２９　工事・指名・入札・契約関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

H２９　会計関係（例規）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

随意契約 単価契約
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎空調設備保守点検業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎等清掃業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水俣保健所清掃業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎等設備機器運転監視等業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎一般廃棄物収集運搬業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水俣保健所一般廃棄物収集運搬業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎消防設備保守点検
芦北地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

水俣保健所消防設備保守点検
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎自家用発電設備保守点検業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎貯水槽清掃業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎及び水俣保健所害虫等防除業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

ファックス契約 保守及び消耗品供給
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名審査会
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出調書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支出負担行為書
車、土木、保健福祉、総振、普及、農整、林
務、各課

芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎及び水俣保健所自家用電気工作物保安業務
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎設備機器運転監視等業務 設備日報
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎及び水俣保健所機械警備業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎昇降機及び自動ドア保守点検業務委託
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

芦北総合庁舎等清掃業務 清掃業務日報
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員等任命関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計職員事務引継
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 現金領収書 （経理関係）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印記録簿 火薬関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 歳計外、報酬、用地、29年４月～30年4月分
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

資金前渡精算書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手振出済通知受領書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 小切手帳
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 あて名及び支払方法の申出書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 戻入決定書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 歳入歳出整理表
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 歳出整理表
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳入歳出外現金（基金）受払整理表
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 釣銭資金保管簿（税） 税務窓口
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 釣銭資金保管簿（納税証明等手数料） 税務窓口
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 県税払込授受簿
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 納税証明手数料等払込授受簿
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 収入調定書 納税証明書等交付手数料　　上期・下期
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿（納税証明書等交付手数料） 税務窓口
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿（県税） 税務窓口
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 030 会計に関する事項 資金前渡の整理に関する事項 交際費
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係 総括
芦北地域振興局総務振
興課長

2020 ３年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係 使用備品整理簿
芦北地域振興局総務振
興課長

2020 ３年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 防火管理
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 002
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎等の使用許可（未収債権
がない場合）

行政財産使用許可
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 職員住宅・宿舎等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書管理 　
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

申告書等受付発送簿 税務窓口
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

消防行政
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

各種証明
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書交付請求書・納税証明書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

車検用納税証明書 1／2、2／2
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

商工・観光・物産・文化関係 照会・通知等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

給与等関係報告（例月） 通知・その他控除等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの照会・回答 （総務調整班）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県の機関からの通知 （総務調整班）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

労働関係 通知等　その１
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

互助会 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

共済組合 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

H２９　経理関係通知・照会回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

労働関係 通知等　その２
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

行事対応関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

熊本ＤＣ関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 選挙関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人事課関係 通知・照会
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務事務センター関係（給与・手当・服務）
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県政情報文書課関係 情報公開・個人情報保護等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワークシステム関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 男女共同参画関係 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 権限委譲関係 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村合併関係 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村課関係 通知及び照会・回答
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 勤勉手当支給に係る私傷病休暇等状況調査
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災関係 通知及び照会・回答　その１
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 危機管理関係 危機管理関係通知・報告等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 広報・広聴関係 通知・照会等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企画課関係 通知・照会等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　税務関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 パブリックコメント関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用
県政情報文書
課書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課関係 ＩＴインストラクター・ＰＣ再配備等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 集中処理対象業務に係る賃金・報酬等事務 特定個人情報の保護に関する任命
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害待機関係 班編成等
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 義援金関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 出納関係文書
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害待機関係 時間外勤務手当令達申請
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災関係 通知及び照会・回答　その２
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 危機管理関係 北朝鮮ミサイル関連通知
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

インターンシップ関係
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

県と市町村の人事交流
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 直接払／直接払以外
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

源泉徴収関係
所得税法定調書合計表・源泉徴収票・支払
調書

芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入日計表 自動車税、一般税
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

直接支払番号入力確認表
芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 伝票確認リスト
支出負担行為合議／更正／戻入／直接払
／直接払以外

芦北地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

家畜商免許交付・変更・取消関係綴り
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

蜜蜂飼育届関係綴り
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

中山間地域等ＪＡ参入営農モデル事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業近代化資金
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

畜産特別資金
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

平成２９年度青年等就農資金
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

経営基盤強化資金
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

攻めの園芸生産対策事業 攻めの園芸生産対策事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業 補助事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

えづけＳＴＯＰ！鳥獣被害対策（対策強化）事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

地域特産物産地づくり支援対策事業（補助金）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

熊本型樹園地集積モデル事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2087 ５年      2092 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

台風被害対策事業関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと里モンプロジェクト推進事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

家畜人工授精・受精卵移植講習会に関する文書
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等利用拡大支援事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

女性農業者等元気づくり事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもとふるさと食の名人（食育含む）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農地集積加速化事業（樹園地地区）　総記
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 008 007
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

国等の表彰に関する事項（７３
該当外）

平成２９年度国及び県の表彰行事に関すること 勲章及び褒賞・県農林水産業功労者表彰
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修関係 普及指導員等研修関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

団体等からの依頼・要望　総記
芦北農振協・野振・花き協・ＪＡ等依頼、職専
免

芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県立農業大学校及び農業関連高等学校に関すること
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業くまもとに関すること
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

園芸総括　総記 会議、事業等園芸班業務総括
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

流通アグリビジネス課関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業気象災害
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

直売所等販売力向上スキルアップ事業 道の駅　たのうら
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本県農業コンクール
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

担い手関係 農業アカデミー及び認定農業者等を含む
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

普及指導協力委員（指導農業士）に関すること
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 花き振興関係 花き振興関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及活動記録 普及活動記録
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産対策関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹関係（一般）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹関係統計調査
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹生産予測調査関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 果樹産地構造改革計画の推進関係 （基金事業・産地協議会）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水稲関係 麦、大豆、その他の通知を含む
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地集積加速化事業関係 地区指定等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農地中間管理機構関係 通知等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域農業再生協議会関係文書 総会資料、水田フル活用ビジョン等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営所得安定対策関係綴 再生協議会関係通知、担当者研修会等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域営農組織関係 通知・照会（ステップアップ支援）等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 植物防疫・農薬安全関係 （無人ヘリを含む）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 病害虫発生予察情報 予報等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 試験研究関係綴 農業研究センター通知等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要野菜の生育概況調査
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 野菜関係文書 通知・調査
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業用プラスチック類適正処理関係文書
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣被害対策　（総記） 鳥獣被害防止対策に係る文書
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産関係事業通知文
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 家畜防疫対策関係綴り
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 生産・振興関係綴り 畜産関係通知文等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 衛生・防疫関係綴り 畜産関係通知文等
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営・環境関係綴り 畜産関係通知文
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 草地・飼料関係綴り 畜産関係通知文
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境保全型農業関係文書
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶関係（総記）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産関係総記
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業制度資金（畜産特別資金を含む） 通知・照会・回答
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ４Ｈクラブ関係文書綴り
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業法人 通知・照会・回答
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域農業ルネッサンス事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 担い手育成
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業機械・農作業安全
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＩＴインストラクター
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業次世代人材投資事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間農業モデル地区支援事業
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人権研修
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 「みなまた茶」ＰＲ事業関係（政策調整事業）
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 流通アグリビジネス課関係
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営体育成支援事業（担い手確保経営強化支援事業含む 通知・照会
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車の管理に関すること 車検及び修理
芦北地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

むらづくり課関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工区割・発注見通し・総合評価関係 工区割・発注見通し・総合評価関係
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第４号工事 ほ場整備（湯治山工区）
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第12号業務委託 計変資料作成：湯治山工区（ほ場整備）
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第２号工事 中小場工区ほ場整備
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第３号工事 南袋工区ほ場整備
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第１６号業務委託 農業用用排水：宮崎工区
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第15号業務委託 上下門工区農道
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

七浦地区中山間地域総合整備事業第54号工事他合併 寺川内工区農道舗装
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第14号業務委託 南袋工区家屋調査
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

七浦地区中山間地域総合整備事業第５９号業務委託
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

芦水地区中山間地域総合整備事業第13号業務委託
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

七浦地区中山間地域総合整備事業第６０号業務委託
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

１９条５項申請関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

市町村負担金関係 市町村負担金関係
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

技術管理課関係綴り
設計・積算基準・技術情報・調査・積算システ
ム

芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

多面的機能支払事業関係綴
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

中山間地域サポート推進事業（旧ふる水）関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

災害復旧事業予算関係綴
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

中山間農地集積促進事業関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

水資源農道関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 007 016 事業の実施に関する事項
事業計画（１１・５２該当外）に関
する事項

事業要項、要領関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

情報開示・個人情報関係 情報開示・個人情報関係
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員の任用関係綴り 非常勤職員の任用関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

シュレッダー再リース関係綴り シュレッダー再リース関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 被服貸与関係 被服貸与関係
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

災害文書関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調査関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域総合整備事業関係綴り
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 中山間地域所得向上支援対策関係
中山間地域所得向上支援対策関係（平成２９
補正）

芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車車検等に関する文書
芦北地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害者総合支援法実施事業綴 申請書類　１／２
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

障害者総合支援法実施事業綴 申請書類　２／２
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

平成２９年　母子父子寡婦福祉資金貸付決定関係 委員会開催・貸付決定・資金交付
芦北地域振興局福祉課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

平成２９年度　母子父子寡婦福祉資金関係 償還・納入通知・在学確認・変更申請等
芦北地域振興局福祉課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

水俣・芦北地域療育ネットワーク会議関係 代表者会議・担当者会議
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成29年度水俣・芦北地域虐待防止等対策連絡協議会
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

平成２９年度　戦没者慰霊式（追悼式）関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

職員の勤務実績報告に関する事項 勤務実績報告書
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 領収書綴 福祉課所管分　ＮＯ．１
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 領収書綴 福祉課所管分　ＮＯ．２
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 領収書綴 福祉課所管分　ＮＯ．３
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 一般備品廃棄関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイルの管理に関する事項 平成２９年度廃棄予定行政文書ファイル
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイルの管理に関する事項
行政文書管理規程に基づく点検（Ｈ２７～２８
年度分）

芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイルの管理に関する事項
平成２６～２８年度廃棄予定行政文書ファイ
ル

芦北地域振興局福祉課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

地域福祉関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ホームレス関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域密着型サービス事業所関係 介護保険法による指定届出・変更届等
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険事業所の変更届等 変更・休止・廃止等
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険被保険者に係る事故報告
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障害者総合支援法関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障害者福祉関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 H２９年度　母子父子寡婦福祉関係（総括）
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 女性相談及びDV防止対策関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 在宅療養支援体制づくり 訪問看護及び在宅医療連携等
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 高齢者福祉関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 介護保険関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 養護老人ホーム入所関係
芦北地域振興局福祉課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

（保予）健康食生活・食育推進事業
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

（保予）感染性産業廃棄物関係（業務委託）綴り
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

（保予）ＩＴインストラクター関係綴り 情報企画課からの通知等
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 002
文書及び公印の管理に関する
事項

取得した文書の管理に関する事
項

（保予）住民基本台帳ネットワークシステム関係綴り 県からの通知
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

（保予）自動車運転日誌（1号車） ミツビシ・EK・ワゴン
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

（保予）自動車運転日誌（２号車） スバル・プレオ
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

（保予）自動車運転日誌（3号車） ホンダ・ライフ
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

（保予）保健予防課総記 他課からの通知・照会等
芦北地域振興局保健予
防課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

各種申請書類に係る公印の押印について 用地取得の際に必要な書類
芦北地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用対連からの一般文書（通知・連絡） 通知・事務連絡
芦北地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用対連からの一般文書（依頼・照会・回答） 依頼・照会・回答
芦北地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

平成２９年度寄附に関する文書 寄附行為の文書伺い
芦北地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

契約の締結 契約に関する文書
芦北地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

抵当権付用地の登記嘱託 抵当権付き用地の登記嘱託について（伺い）
芦北地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書
芦北地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

H2９年度定期監査関係書類(通知・事務連絡） 通知・連絡
芦北地域振興局用地課
長

2022 ５年      2027 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

H2９年度定期監査関係書類(依頼・照会・回答） 依頼・照会・回答
芦北地域振興局用地課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

H29年度会計監査に関する書類（通知・事務連絡） 通知・事務連絡
芦北地域振興局用地課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 015 その他の事項
寄附採受納に関する事項（不動
産に限る）

H29年度寄附受納に関する書類 寄附受納伺い
芦北地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本県からの一般文書（通知・事務連絡） 通知・連絡
芦北地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本県からの一般文書（依頼・照会・回答） 依頼・照会・回答
芦北地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

芦北管内市町森林整備課計画綴り
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許試験関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許更新関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

県立自然公園許可届出関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

鳥獣関係届出再交付関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

単県治山事業（市町村営）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

森林整備課関係　例規綴り
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

熊本県森林・林業・木材産業基盤整備交付金事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成３０年度治山事業計画関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

単県治山事業（県営）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

建設工事の設計書に係る情報提供 　　　　　（治山事業設計書）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

立木補償関係（治山事業）
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

技術管理課一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度災害関連緊急治山事業計画書
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度予防治山事業第４号工事設計書 芦北町大字大尼田字前田
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度緊急予防治山事業第１号工事設計書 津奈木町大字岩城字陳尾
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）予防治山事業第５号工事設計書 芦北町大字女島字平生
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園災害復旧事業（単県・熊本地震）１号工事
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度繰越芦北管内防災林造成事業第１号工事 水俣市宝川内字長崎
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度繰越芦北管内保安林改良事業第１号工事 水俣市薄原字赤林ほか
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰）単県治山県営（自然災）第３号工事 芦北町大字宮崎字城平
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度復旧治山事業通常地域第１１号工事 芦北町大字海路字高田辺Ａ
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度復旧治山事業火山地域（補正）第１２号 　　水俣市市渡瀬字荒山
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度単県治山県営事業第４号工事 水俣市袋字帽子
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度芦北管内復旧治山事業火山地域第９号工事 水俣市宝川内字中屋敷
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度復旧治山通常地域第２０号 葦北郡芦北町大字海路字高田辺Ｂ
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

災害関連緊急治山事業第２号工事 芦北町大字白木字南迫
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度芦北管内単県治山県営（自然災）第２号 　　　　　　芦北町大字吉尾字市居原
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度災害関連緊急治山事業第１号工事 葦北郡芦北町大字吉尾字市居原　地内
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　単県治山県営（自然災）事業第１１号 芦北町大字告字堂ノ平
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度（２８補正含む）治山事業実施計画書
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　芦北管内単県治山県営事業第３号工事 芦北町大字女島字登城
芦北地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

鳥獣保護区等標識整備事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

市町村営林道開設事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

木材利用普及啓発事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成３０年度市町村営林道開設事業 （榎迫支線）水俣市
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成３０年度単県治山事業事業実施要望 県営事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度　木材需要拡大協議会関係 （水俣・芦北地域木材需要拡大協議会）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

施業放置森林対策推進事業 森と担い手をつなぐ集約化促進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業 ２月申請
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業 ５・６月申請
芦北地域振興局林務課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業 ８・９月申請
芦北地域振興局林務課
長

2018 5年       2023 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

特定鳥獣適正管理事業 事業分
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林造成促進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

民有林主伐・植栽一貫作業システム推進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

シカ森林被害防止事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林道災害復旧事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林化促進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度熊本県水とみどりの森づくり活動支援事業 （学びの森活動推進事業含む）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業（TPP） 合板・製材生産性強化対策事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

民有林主伐植栽一貫作業システム推進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有公園施設の清掃管理委託
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

担当者・各種会議（１／２） 県主催＆協議会
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

担当者・各種会議（２／２） 県主催＆協議会
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除 林務課協議会
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

平成２９年度新採トレーナー
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 014 016
予算、決算及び監査に関する事
項

繰越事務に関する事項 平成２９年度治山事業関係繰越申請
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期事務監査
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 平成２９年度　収入証紙消印実績記録簿
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

資金前途管理簿
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

県有林土地貸付申請（新規）について
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品及び特定消耗品管理　等 使用備品整理簿／特定消耗品管理簿
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 018 005
文書及び公印の管理に関する
事項

公印の管理等に関する事項 法務局申請に係る受払簿管理綴
芦北地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

林道事業一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

治山事業一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

くまもと利活用推進班関係文書 （木材関係）
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県有林巡視員関係綴
芦北地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

情報企画課関係書類
芦北地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県有林一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林務課庶務関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課関係 自然公園関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課関係 自然環境
芦北地域振興局林務課
長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣保護管理員関係 月報等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課関係文書 保安林関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成３０年度　保安林整備　計画概要書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 観光関係 道路占用許可関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業関係一般文書 ４～１１月
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥獣捕獲許可証関係 市町村許可
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 行政文書の管理 【文書課】関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及関係文書綴 任命、月報、計画、実績等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合関係文書 ４～１１月
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害（待機）関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林土木工事関係 一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業普及関係一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 主要事業・懸案事項
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課一般文書 野生鳥獣班関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課（みどり保全）関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他一般文書 林業関係以外
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業金融関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 むらづくり課関係文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産一般文書
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特殊勤務手当申請関係 特殊現場作業手当
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 針広混交林化促進事業関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算管理 旅費＆時間外　等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 予算管理 事務費等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事発注計画（公表）等　綴
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総合評価及び入札　関係 農林水産部
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個人情報保護関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業に係る権利者調査　綴 住民票請求等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林務課復命書１／２
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水産関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥インフルエンザ　綴 家きん　等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 鳥インフルエンザ 死亡野鳥
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 土木部通知 監理課・土木技術管理課　等
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 新採職員研修関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 死亡野鳥 林務課対応
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　ガンカモ類生息調査
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 所有権移転あっせん申請書 森と担い手をつなぐ集約化促進事業
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業関係一般文書 １２～１月
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県指導林家及び青年林業士の推薦について
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合関係文書 １２～３月
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業関係一般文書 ２～３月
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林務課復命書２／２
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

芦北地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 公用車管理 日誌関係
芦北地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（県道・調定）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（県許可：調定）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（県道：免除）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（国道：調定）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（県許可：免除）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（国許可：調定）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路通行止（協議）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂防・急傾斜行為許可
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路工事施行承認
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用廃止・承継届
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

砂利採取
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可一括更新
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川法第２５条許可
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（更新）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川工事施行承認
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可（協議）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請（新規）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請（更新）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物許可申請（簡易）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

屋外広告物表示・設置届（協議）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路法第９１条許可
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

道路占用許可（国道・免除）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

河川占用許可（国許可：免除）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特殊車両通行許可申請 【許可】
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用廃止・承継・変更届
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

道路占用許可・住所変更届
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

監督員変更（設計書に添付）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障電柱移転
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

その他協議（設計書添付以外）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積り依頼関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林解除申請資料
坂本人吉線（Ａ１３０，Ａ１４０）防安金（災害防
除）

球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

関係機関との協議（壱拾年保存）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単価・歩掛関係（壱拾年保存、主に設計書に添付）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

その他協議（設計書添付分）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

賃金変動に関する協議（各設計書に添付）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

河川協議
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

道路施設点検パトロール（夜間パト）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

マイ・リバー・サポート事業
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ロード・クリーン・ボランティア事業
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

建設事故関係（国道四四五号道路美化：山江錦地区）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

建設業統計関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

道路工事連絡協議会
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書開示請求関係（課で集中管理）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員等任用関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員任用関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 013 036 組織、人事等に関する事項
被服の貸与の実施に関する事
項

被服貸与関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 予算関係資料（県予算要望決裁）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

小川排水機場管理委託
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

川内排水機場管理委託
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

川内川排水機場ポンプ設備点検業務
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

小川排水機場ポンプ設備点検業務
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

御溝川第一放水ゲート点検業務
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

護岸雑草処理業務委託
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

排水樋管操作委託（人吉市・湯前町）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

川内川排水機場自家用電気工作物保安業務委託
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

年間購読
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員の任命
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（道路）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（河川）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 収入証紙消印実績報告 （屋外広告物・特殊車両・砂利採取）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

寄附受納 道路・河川等の用地の寄附
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

官民境界確定・確認
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

廃道処分 坂本人吉線
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

廃道処分 人吉インター線
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

廃川処分 高柱川
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

廃川処分 鬼木川
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品に関する文書 備品不用決定・処分関係
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

身分証明書等（各設計書に保存）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

幅員証明
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係綴り
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

道路（一般文書）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

災害関係（一般文書）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

屋外広告物（一般文書）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特殊車両（一般文書）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

河川（一般文書）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害報告
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 身分証明書
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他雑件（参年保存、設計書添付以外）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 屋外広告物・表示・設置届
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害関係書類 災害応急活動証明書
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国道４４５号瀬目トンネル供用開始関係 通行規制チラシ等
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制（参年保存、課で集中管理）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他雑件（参年保存、設計書添付分）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域決定（変更）
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の供用開始
球磨地域振興局維持管
理調整課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

薬物乱用文書
球磨地域振興局衛生環
境課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

交通規制関係
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

保安林に関する事項
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

協定の締結 小川・新小川橋・基本協定・実施協定
球磨地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業実施に係ること
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障電柱の移転依頼
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度予算関係資料
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

河川協議関係
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

事業実施に関すること 河川事業
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

旧道引継ぎに関わること
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

見積徴取
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

支障物件移転依頼
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

開発行為に伴う調整池の設置について 都市計画法、森林法に基づく協議
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

御溝川総合流域防災　分流施設概略設計委託 H28　総流防河改修第1329-0-204号
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

山田川他単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-101号合併
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

柳橋川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-102号
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小さで川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-103号
球磨地域振興局工務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

井口川他単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-104号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-105号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

万江川他単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-106号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

1310 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

北目川単県砂防調査（区域再設定）委託　他合併 単砂調　第4819-A-203号　合併
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

鬼木川単県河川海岸維持管理（護岸補修）工事 単河海維第1333-A-101号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨川上流流域下水道維持管理（管路補修）工事 流下維球第0200-0-101号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

田代防災・安全交付金（急傾斜地）（擁壁工）工事 傾崩　第0803-0-101号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

福川単県自然債河川改良（測量設計）委託　他合併 H28繰　自河改第1327-0-203号　合併
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上原谷防災・安全交付金（通常砂防）（用地測量）委託 通常砂　第5130-0-201号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

楮木単県急傾斜地崩壊対策（排水対策工設計）委託 単傾崩第1032-0-201号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

危機管理型水位計 設置箇所選定
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川辺川単県河川掘削（自然債）工事 単河掘（自）第9920-0-108号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川辺川単県河川改良（掘削）工事他合併 単河改第1338-0-101号合併
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

小川単県自然債河川改良（工事監督支援業務）委託 自河改第1319-0-202号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

宮川内川単県河川海岸維持管理（測量設計）委託 単河海維第1355-A-206号
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

見積り徴取
球磨地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

事業関係
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

土木技術管理課文書 技術基準等制定改廃情報等
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 011 事業の実施に関する事項
公共工事に係る技術基準に関
する事項

その他本庁各課文書
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

五木地域河川環境協議会 協議会　幹事会
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

開示請求
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係綴り
球磨地域振興局工務課
長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 身分証明書の交付
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 河川管理関係報告
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通規制
球磨地域振興局工務課
長

2087 ３年      2090 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施工証明書の交付
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 砂防課文書 通知　周知
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人吉市地域防災計画書・水防計画書
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

監理課文書 各種通知・指名停止情報等
球磨地域振興局工務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の供用開始
球磨地域振興局工務課
長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 139 001 道路の管理に関する事項 道路の管理に関する事項 道路の区域決定・変更
球磨地域振興局工務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 140 002
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

流域下水道の維持管理に関す
る事項

水質及び水量等の報告
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 140 002
流域下水道の管理及び運営に
関する事項

流域下水道の維持管理に関す
る事項

球磨川上流流域下水道促進協議会 役員会　幹事会
球磨地域振興局工務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

保護管理事業 事業計画等
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（人吉市　土砂処分場） 人吉市下田代町字牛縊1559-1ほか１８筆
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（あさぎり町　太陽光発電） あさぎり町深田北字狐迫
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（相良村　太陽光発電） 相良村大字川辺字木場
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（錦町　太陽光発電） 錦町大字西字済床
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（砕石） 球磨郡球磨村大字渡乙字瀬戸3440-1
球磨地域振興局森林保
全課長

2022 ５年      2027 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

林地開発許可（人吉市東大塚町字茶ノ平） 太陽光発電施設設置
球磨地域振興局森林保
全課長

2023 ５年      2028 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林管理関係一般綴 一般文書綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

登記簿謄本等交付申請書管理簿 保安林等の申請・管理のため
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

自然公園許可、届出
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発一般文書綴 一般文書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

野生鳥獣捕獲許可関係綴 県許可分
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許関係綴 免許試験・免許更新
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業協議 国有林内における保安林内作業
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内違反行為関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟免許関係綴 住所変更・再交付等
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可 NO.１
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可 NO３
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内立木伐採許可 皆伐
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可 NO.4
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№1 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№2 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№3 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№4 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№5 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴　№6 登録申請書綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林損失補償関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可 NO５
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録関係綴 登録証交付伺い綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

林地開発許可（砕石）
人吉市上原田町字尾曲字崩ノ平839-1ほか２
筆

球磨地域振興局森林保
全課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録証　№1 登録証（返納）綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録証　№２ 登録証（返納）綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

狩猟者登録証　№３ 登録証（返納）綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

保安林内作業許可 NO.２
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保安林内間伐届関係綴 NO１
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

平成29年度保安林内立木伐採届出関係綴り 伐採協議・伐採届・支障木伐採
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保安林内間伐届関係綴 NO２
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

保安林内間伐届関係綴 NO３
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

平成29年度保安林内立木伐採届出関係綴り 伐採協議・伐採届・支障木伐採　NO２
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(相良村） 山手（藤田）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(山江村） （六沢）（水無）（西小路）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(多良木町） （ヲコシ）（荒水谷）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(五木村） （扇野）（嶽）（北平）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(球磨村） （狩集）（日当野）（南小場）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(水上村） （中屋敷）（平谷）（里道）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林指定関係綴(人吉市） （東大塚）（中神町）（大塚町）（上矢黒）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 008
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

指定地域の管理に関する事項 保安林損失補償再評価調書 風致保安林（雨宮神社）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

熊本県有害鳥獣被害対策事業関係綴 サル捕獲活動経費補助
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

熊本県特定鳥獣適正管理事業関係綴 シカ捕獲活動経費補助
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

森林病害虫等防除事業関係綴 特別防除
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

平成３０年度県有林事業予定計画
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　損失補償関係綴 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　技術管理課一般文書綴 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山事業関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林整備事業一般綴 実施通知等
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山見積関係 治山事業
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

県有林整備事業関係 決定通知、実行簿
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度　例規集 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山（県営）事業 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林地荒廃防止施設災害復旧事業関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度治山事業(保安林整備事業）計画概要書 平成３０年度計画概要書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度治山事業計画概要書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　保安林緊急改良事業第１号工事（鶴ほか） 設計書（改植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　保安林緊急改良事業第２号工事（小原B） 設計書（改植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度　自然公園等施設リニューアル事業 水上村湯山（市房山登山道補修・撤去）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

治山工事に係る自然公園許可申請等綴 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

繰越関係綴 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　県有林植栽事業第１号業務委託 水上村市房団地（改植・新植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　県有林植栽事業第２号業務委託 五木村平野団地（新植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　県有林植栽事業第３号業務委託 相良村上椎葉団地（改植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　保安林改良事業第１号工事
球磨郡相良村大字四浦字小川内　設計書
（本数調整伐）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　保安林改良事業第２号工事
球磨郡水上村大字湯山字横手　設計書（本
数調整伐）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第1号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第２号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第３号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第４号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第５号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第６号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第７号工事 設計書（下刈り）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度　保安林保育事業　第８号工事 設計書（補植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　防災林造成事業　第１号工事設計書 球磨村　伊弥平ほか（改植等）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　防災林造成事業　第２号工事設計書 球磨村　荒谷（改植等）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内観光標識整備事業第１号工事 設計書（相良村国道４４５）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内県有林林道作業道維持修繕事業第１号工事 人吉市　古の山団地
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 復旧治山６号工事（球磨村丑洗）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 水森再生５号工事（水上村　小麦尾Ｅ）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 水森再生８号工事（五木村　下梶原Ａ）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 水森再生１０号工事（五木村　入鴨Ｃ）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 林荒防止第６号工事（相良村　上椎葉）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 林荒防止第７号工事（山江村　東大川内）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 林荒防止第１１号工事（山江村　東大川内）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 予防治山６号荒工事（山江村　六沢）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書
緊急治山６１号工事他合併（五木村　上小
鶴）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書
現年施設災１３号工事他合併（水上村　小麦
尾）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 単県治山４号工事（あさぎり町　男鹿野）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 単県治山７号工事（球磨村　道習平）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書
単県治山（自然災害）３０号工事（多良木町
源蔵屋）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（繰越）治山工事設計書 復旧治山（補正）２号工事（錦町　汁谷）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２８年度（ゼロ国）治山工事設計書 水森再生１号工事（水上村　小麦尾Ａ）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 復旧治山３号工事（五木村　嶽）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 復旧治山４号工事（球磨村　丑洗）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 水森再生３号工事（水上村　横才Ｅ、中尾）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 林荒防止３号工事（多良木町　狩惣）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 林荒防止５号工事（球磨村　南木場）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 予防治山５号工事（人吉市　上矢黒）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 予防治山６号工事（山江村　西小路）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 現年施設災１３号工事（水上村　小麦尾）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 単県治山５号工事（人吉市　渕ノ上）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 施設管理整備２号工事（五木村　宮園）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内希少野生動植物保護管理事業第１号業務委託 人吉市中神町（県有林紅取団地内）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度治山事業(保安林整備事業）実計画書 平成３０年度実施計画書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　県有林植栽事業第４号業務委託 五木村平野団地（新植）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　保安林改良事業第３号工事
球磨郡相良村大字四浦字小川内　設計書
（本数調整伐）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成３０年度治山事業計画 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度（ゼロ国）治山事業計画 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度（補正）治山事業計画書 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県治山（自然災害）第１６号工事 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書
単県治山（自然災）第１５号工事（多良木町源
蔵屋敷）

球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

球磨管内　県有林環境林整備事業第１号業務委託 人吉市県有林紅取団地　地内
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成29年度治山工事設計書 単県治山（ゼロ県債）1号（球磨村　俣口）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度治山工事設計書 林荒防止４号工事（球磨村　黒那子）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林整備管理事業標識等設置委託第１号業務委託 球磨郡あさぎり町皆越字芋ノハエほか
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

森林病害虫関係一般文書綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

高病原性鳥インフルエンザ関係綴（１／２）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

薬剤防除安全確認調査及び発生予察調査業務委託関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

鳥獣保護取締関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度鳥獣保護区更新等関係綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

九州シカ広域一斉捕獲関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

ガンカモ類生息調査関係綴り
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

高病原性鳥インフルエンザ関係綴（２／２）
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県有林清掃ゴミ処理第１号業務委託 人吉市　県有林紅取団地
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農業土木・森林土木労働安全衛生研修会 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

文書開示請求
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

新採トレーナー関係綴 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

鳥獣保護管理員関係綴 委嘱、推薦、表彰
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

県有林巡視員関係 委嘱、内申、表彰
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

県有林巡視員関係 報告、支払い
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

鳥獣保護管理員勤務報告関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

【森林保全課】育休代替臨時職員等関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員任用関係 退職内申・募集・任用
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県有林土地使用関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県有林計画外処分関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 証紙消印実績報告書関係綴 記録簿・実績報告書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

県有林土地貸付関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2023 ５年      2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

県有林処分関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 県有林立入関係
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理委託　設計書 鹿目町内会及び（株）水上
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

九州自然歩道及び県有公園施設清掃管理委託　設計書 湯前町
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

鳥獣業務関係一般文書関係綴 通知・照会・依頼
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

ＩＴインストラクター関係綴
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県有林一般文書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度わな捕獲技術講習会 あさぎり町、湯前町地内
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 自然保護課　(希少野生動植物・自然環境業務）　関係 一般文書　等
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 治山事業一般文書 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 山地災害危険地区関係 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林保全課【林務関係】一般文書関係 通知・報告に関する文書
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事現場立入点検 治山班
球磨地域振興局森林保
全課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

免田川地区農村地域防災減災事業に関すること 土地改良事業の総事業費変更に関すること
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管）第３号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管）第４号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大久保地区担い手育成畑地帯総合整備事業 （Ｈ２８補正）第１７号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）第４号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）第５号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）第７号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）Ｈ２８補正 第８号工事　他合併
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）第９号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）第１０号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管）Ｈ２８補正 第５号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管）Ｈ２８補正 第６号工事　他合併
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管） 他機関との協議に関する資料
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

上原田地区地域密着型農業基盤整備事業第３号工事
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管） 見積もりに関する資料
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

免田川地区農村地域防災減災事業（特定管） 見積もりに関する資料
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管） 他機関との協議に関する資料
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

仁原地区農村地域防災減災事業（特定管）Ｈ２８補正 第４号業務委託
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

大久保地区担い手育成畑地帯総合整備事業 （Ｈ２８補正）第１８号工事　他合併
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農村地域防災減災事業の予算に関する資料 補助金申請に関するもの
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農村地域防災減災事業の予算に関する資料 実績報告に関するもの
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

工区分割申請
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

農村地域防災減災事業の予算に関する資料 繰越に関するもの
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

大久保地区担い手育成畑地帯総合整備事業 ソフト事業関係
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域密着型型農業基盤整備事業に関する資料 実績報告に関するもの
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度国営事業継続地区推進調査（川辺川地区）
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域密着型型農業基盤整備事業に関する資料 事業実施申請書等
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書の開示請求に関する文書
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

技術管理課関係文書
球磨地域振興局川辺川
土地改良課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

Ｈ２９球磨地域振興局運営方針 運営方針策定通知等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

火薬類許可
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

五木村振興交付金 当初交付決定、変更交付決定
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

五木村振興交付金実績報告、確定（ソフト事業）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

五木村振興交付金実績報告、確定（ハード事業）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

道路占用許可綴
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

観光標識整備事項
屋外広告物表示・設置協議・道路占用許可
等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

広域本部及び局政策調整事業 事業計画・実績報告等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業①（市町村等実施分） H28確定送付、H29一次募集事業計画書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業②（市町村等実施分）
H29二次募集事業計画書、実績報告、変更申
請

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業③（市町村等実施分） H29実績報告、確定通知
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業（全般） 通知、照会、会議、各種情報等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり応援負担金事業 通知・照会、支出負担行為、実績報告
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくりチャレンジ推進事業県実施事業 掘り起し支援、リーディング事業掘り起し支援
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

写真を活用した人吉球磨の魅力発信拡散事業 【政策調整事業】
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

人吉球磨商品の改良・販売促進事業
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

各部主要事業引継資料（局長室報告用）・レク等
年度当初レク・上半期の取組み（進捗状況）・
レク等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

球磨焼酎消費拡大・認知度向上推進事業
事業計画、実施伺い、契約、実績報告（直
チャレ）

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

人吉球磨地域が一体となった観光地域づくり
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

地域づくり夢チャレンジ推進事業 しゅん工検査（要請書及び検査調書）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 008 013
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

県の名義後援又は共催に関す
る事項

名義後援（地域づくり関係） 後援依頼、承諾等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 009 001
統計調査等資料の収集に関す
る事項

資料収集（他項目該当外、周期
統計調査外）

平成２９年観光統計関係 観光入込客数調査、観光統計
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修会関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

Ｈ２９人吉球磨管内主要事業説明会 開催通知・資料等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

二役との意見交換会等 開催通知・資料等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 002 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課以外）

人事組織関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

普及指導員等の補職の任命
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 020 組織、人事等に関する事項
職員の交通事故処理に関する
事項

交通事故に関する文書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除 熊本県消防協会球磨支部
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除承認関係【地域振興班】 観光推進協議会、グリーンツーリズム協議会
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念義務免除（総務調整） 熊本県職員互助会の職務専念義務免除
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 休暇関係 各種休暇に関する承認等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 023 組織、人事等に関する事項
職員研修実施に関する事項（１
１３該当外）

研修関係綴 職員研修・職場研修等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

共済組合に関する文書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

職員互助会に関するもの
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

球磨管内県職員親睦ミニバレー大会
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 028 組織、人事等に関する事項
職員の安全衛生管理の実施に
関する事項

安全衛生管理
体制整備、衛生委員会・職場巡視等の実施
等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

臨時・非常勤職員 全般的な事項
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

出納事務嘱託員関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 蒲島賞・局長表彰 推薦・表彰式等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 平成２８年度歳入歳出決算書類 委任出納員への提出
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係資料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査（工事関係）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査委員監査関係 監査委員監査日程・次第・資料等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

条件付一般競争入札関係（工事）【公告・落札決定】 文書は設計書に綴込
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

一般競争入札参加資格決定及び総合評価値等決定伺い
一般競争入札参加資格審査会及び総合評価
審査会関係

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札指名業者の選定関係
指名審査会の審査資料　非公開（設置要領
第４第３項）

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札指名業者の選定関係 指名審査会の審査資料　非公開　その２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

政策調整事業（ラフティングと飲食店等との連携事業）
事業計画書、実施伺い、支出負担行為書、実
績報告等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名競争入札関係（工事関係）【指名通知等】 文書は設計図書に綴込
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

随意契約関係（工事関係）【見積依頼等】 文書は設計図書に綴込
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

職員住宅（今宮・東間）貯水槽清掃業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

熊本県職員住宅（今宮・東間）消防設備点検 契約手続き
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札中止等通知 文書は設計書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成29年度　球磨総合庁舎　不用物品等処分業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

人吉球磨フットパスコース等ブラッシュアップ及びPR
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

球磨総合庁舎等樹木管理業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　球磨総合庁舎等清掃業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度球磨総合庁舎設備機器運転監視等業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

一般競争入札（工事関係以外）【公告等】
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　球磨総合庁舎空調設備保守点検業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　建築物環境衛生管理業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　自家用電気工作物保安業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度球磨総合庁舎等消防設備保守点検業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　自家発電設備保守点検業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　球磨総合庁舎等塵芥搬出処理業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度　球磨総合庁舎等産業廃棄物処理業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

政策調整事業 かわせみやませみ1周年記念に係るＰＲ事業
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

単価契約関係 文書は支出調書に綴り込み
球磨地域振興局総務振
興課長

2019 ５年      2024 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

総務振興課　追録図書関係 H30経理出納班支出調書に綴込み
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度年間購読図書の購読
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

物品検査員任命等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員・委任出納員・会計職員関係 出納員・会計職員の任免
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員、会計職員事務引継ぎ
会計規則第１１条、第１２条の事務引継報告
書

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

法定調書等の作成に関する事務取扱担当の指定 法定調書等作成に関する事務
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 004 会計に関する事項 現金の領収に関する事項 収入調定書 行政文書開示
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定関係
「経理出納班扱」収入調定書及び繰越調整書
控

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 契約保証金
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　１ 生活保護費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　２ 医療費扶助
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　３ 施設事務費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　４ 介護保険料代理納付
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　５ 住宅扶助代理納付
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　６ 教育扶助
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書　生活保護　７
生活保護法第78条の２に基づく徴収金への
相殺

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 原子爆弾被爆者等健康診断業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 要介護認定等審査判定委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 特定感染症血液検査業務委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 結核の健康診断・精密検査委託
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 住宅確保給付金
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 燃料代
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 追録・年間購読　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 電気代　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピー代　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ガス代　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ゴム印代　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 負担金他（会議等参加費に限る）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 報酬
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 報償費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 資金前渡　一般需用費　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピー用紙木になる紙　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 資金前渡　一般役務費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 結核定期病状調査
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 工事請負代金及び業務委託料に係る代理受領 文書は設計書に添付し保管
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 負担金
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ごみ処理手数料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 報酬
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 報償費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 報償費・報酬等の旅費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 役務費（切手代）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTTドコモ
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 一般役務費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 モバイルチョイス
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTTコミュニケーションズ（トンネル情報）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTT西日本
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTT西日本（専用回線）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTTコミュニケーションズ
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 NTTファイナンス
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ＫＤＤＩ
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 湯前町インターネット回線
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般需用費　人吉保健所
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般役務費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 資金前渡精算書 食糧費・交際費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 食糧費・交際費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ＤＮＳサービス
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピー代（総合庁舎）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピー用紙　木になる紙　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ＦＡＸ．カラー複合機消耗品保守
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 カラーコピー代　総務振興課・土木部
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 新聞年間購読料　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 特殊常温合材　単価契約
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ゴム印代　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 追録代　総合庁舎・土木部・市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ガス代（総合庁舎）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 年間図書購読　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 資金前渡　一般需用費　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 新聞代　市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 塩化カルシウム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 上下水道代　市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 カラープリンター消耗品保守　市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 大型カラーコピー代　総合庁舎
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 電気代　道路街灯・観測装置
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 電気代　総合庁舎・市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 川辺川河川監視カメラ添架料　工務課
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書
雨量局・水位球磨地域振興局等敷地賃借料
市房ダム

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 シュレッダー賃借料　農地整備課
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 使用料及び賃借料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般需用費　市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般需用費　土木部
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般需用費　総務振興課
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 一般需用費　農林部
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 契約保証金還付
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 資金前渡　有料道路使用料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書
エコリサイクルマット、エコモップ賃借料　市房
ダム

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ＥＴＣ使用料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書
加久藤トンネル防災通信整備添架料　維持
管理調整

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 契約保証金還付
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 塩化ナトリウム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 上下水道代
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 資金前渡　車検（保険料・重量税）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピーファクシミリ複合機賃借料　市房ダム
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 局長・次長宿舎借上料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 検査調書 追録代
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 プリンターリース
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 食糧費・交際費
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 012 会計に関する事項 支出の更正に関する事項 更正決定書 歳入
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 019 会計に関する事項 返納金の戻入に関する事項 戻入決定書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 歳入整理表
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 （歳入）予算執行表　その１
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 歳出整理表　その１
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支出未済一覧表
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 （歳出）予算執行表　その１
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 （歳出）予算執行表　その２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 （歳出）予算執行表　その３
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 （歳出外・基金）予算執行表
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 歳出整理表　その２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳入歳出外現金（基金）受払整理表
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

公金振替
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿　一般税
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿　自動車税　１
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 現金出納簿　自動車税　２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 釣銭資金保管簿
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成29年度　収入日計表　一般税 平成29年４月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成29年度　収入日計表　一般税 平成29年５月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年６月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年７月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年８月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年９月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年１０月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年１１月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成２９年１２月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成３０年１月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成３０年２月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成３０年３月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年４月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年５月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年６月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年７月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年８月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年９月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年１０月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年１１月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成２９年１２月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成３０年１月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成３０年２月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成３０年３月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成３０年４月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成３０年４月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　一般税 平成３０年５月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 027 会計に関する事項 現金出納簿に関する事項 平成２９年度　収入日計表　自動車税 平成３０年５月
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 030 会計に関する事項 資金前渡の整理に関する事項 資金前渡精算書（常時の費用）有料道路使用料
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産台帳等財産の管理
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 移管 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

行政財産目的外使用許可、普通財産貸付
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品管理関係
備品の取得・処分・不用決定・き損に関する
文書

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 職員住宅
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理 通知・駐車場利用・会議室利用
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 庁舎管理 修繕、委託契約関連等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 総合庁舎自衛消防隊・避難訓練関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度職員住宅（今宮・東間）建築物法定点検
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 平成２９年度　総合庁舎建築物法定点検
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

保健所集約に係る庁舎改修関係 不用物品処分等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

旧局長宿舎・旧土木部長宿舎関係 残置物処分委託等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

総合庁舎改修関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書処理関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 018 005
文書及び公印の管理に関する
事項

公印の管理等に関する事項 燃料券公印申請・承認票
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

商工会議所・商工会関係 総会の案内、挨拶文、各種情報
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

観光関係（市町村・各種団体等）
依頼、要望、会議・総会・イベント等への案
内、挨拶文

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

相良三十三観音協議会 会議開催通知、各種情報等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

名義後援関係（観光関係）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

熊本県建設業協会人吉支部関係 通常総会懇親会等における局長挨拶文
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

職員証明書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書交付申請　１
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書交付申請　２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1325 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書交付申請　３
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

納税証明書交付申請　４
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

平成２９年度管内イベント情報
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

指名停止通知【工事関係】
工事入札参加資格者の指名停止情報（監理
課）

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事入札参加資格者記載事項変更通知
入札参加資格者の内容変更・合併・承継に関
する通知

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

庶務関係 総務調整班
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事関係通知 工事入札契約関係規程・その他関係文書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

出納関係通知・照会（管理調達課）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

出納関係通知・照会（会計課）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

出納関係通知・照会（会計課） その２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 1年       2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

発注見通し公表
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

官公需契約実績額等の調査 平成２８年度の契約実績額等の調査報告
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

熊本県グリーン購入推進方針
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

工事現場立入点検
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

公共工事動向
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 広報・広聴文書 通知、照会等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課通知 パソコン関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 職員健康管理 職員厚生室等からの文書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 男女共同参画関係 本庁担当課らの通知等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県政情報文書課関係（文書管理を除く） 個人情報保護等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 商工関係
関係課からの通知・依頼・照会、その他情報
等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 球磨焼酎振興
関係機関からの通知・依頼、会議概要、イベ
ント案内

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大規模小売店舗立地法に基づく届出関係
届出書類、閲覧簿（ドラッグコスモス人吉イン
ター店）

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 山村振興・過疎対策関係 過疎計画の軽微な変更、各種通知・照会等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域づくり団体関係 通知、照会、会議復命、各種情報等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県中小企業振興基本条例関係 条例周知・取組み方針まとめ
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 重油価格調査報告書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 観光関係（観光課・観光連盟等）通知・照会・情報等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 物産振興関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ロアッソ熊本支援関係 関係団体からの通知、照会等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 防災会議関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度県税関係 税務課からの通知・照会
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 商工観光労働部関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・照会等 知事公室・総務部・企画振興部等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 文化振興関係 文化振興関係（補助）事業情報等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 助成金関係①（宝くじ助成事業等）
H28交付額確定、H29実績報告、H30募集・申
請

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 助成金関係②（宝くじ助成事業等）
H30コミュニティ助成事業募集・申請・助成決
定

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 奥球磨広域連携推進会議 会議開催通知、復命等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 広報（地域振興班関係） 広報Ｇ通知・照会、県南ラジオ等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 グリーンツーリズム、都市農村交流
通知・照会、各種情報等（里モン、フットパス
含む）

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 事務・権限移譲 意向調査等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通関係 各種協議会等開催通知、会議概要、資料等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 五木村振興関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域づくり関係全般 関係課、関係団体からの通知・照会等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 選挙関係 県選挙管理委員会からの通知等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ３６協定 現業職員との時間外、休日勤務協定
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県税窓口に関する報告
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業誘致関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全対策関係 交通事故・違反ゼロ対策実施要領ほか
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 危機管理防災関係　NO.1
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市町村合併・広域連携等関係 合併関係県事業進捗管理通知ほか
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計事務等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 局１０大ニュース・局長新年挨拶文 人吉新聞掲載用
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県南広域観光連携事業関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 局行事等の調整・とりまとめ 仕事納め・仕事始め式・退職者退任式等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 労働雇用関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 公用車任意保険に関すること 総務振興課
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知・照会等
健康福祉部、環境生活部、農林水産部、出
納局等

球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 球磨郡町村会主軸事業要望 熊本県に対する要望等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 大規模小売店舗立地法に基づく届出関係 届出書類、閲覧簿（ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ　ＲＥＸ）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務事務センターからの通知
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害待機関係文書 当番班編成・時間外手当予算要求
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 危機管理防災関係　NO.２
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 油流出関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度熊本県総合防災訓練
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県南フードバレー構想関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 安全運転管理者関係 選任及び解任・講習会関係等
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

熊本県電子入札紙移行承認願 工事の電子入札紙移行承認に関する文書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札用証明書（ICカード関係） 電子入札用ICカード更新申請書
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システムに係る庶務権限付与
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 036 その他の事項
人事交流及び研修生等の受入
に関する事項

人事交流の実施に関する文書 県・市町村交流
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 038 その他の事項
危機及び災害への対応に関す
る事項

消防関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 109 003 課税に関する事項 賦課決定 自動車二税減免申請書（控用）
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

火薬類譲渡譲受許可申請に係る証紙消印記録 証紙消印記録簿及び本庁への四半期報告
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

職員以外の所得税、法定調書提出関係
球磨地域振興局総務振
興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

第７次球磨地域保健医療計画策定関係 （総務福祉）
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

（総福）指定障害福祉サービス事業者指定申請
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

養護老人ホーム入所判定会議及び入所調整会議 審査・措置・通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

介護保険事業所の変更届等
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

（総福）介護保険事業者指定変更届 №１
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

（総福）指定障害福祉サービス事業者変更届出等 №１
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 004
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可等の行政処分に伴う届出
及び報告の受理

（総福）介護保険事業者指定変更届 NO、２
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 016
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

私債権の収納管理に関する事
項

生活保護費返還徴収金の債権放棄手続き 社会福祉課からの通知及び回答綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

H29　住居確保給付金 申請、決定、支払
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 償還協力員
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 違約金徴収
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 督促状・催告状
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 償還完了に伴う借用書の返還
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 償還開始通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金 貸付決定に関すること
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 破産宣告に伴う免責申立てに係る事務処理
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 償還方法等変更申請
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 戸籍等の無料交付申請
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 収入未済金徴収活動計画表
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

母子父子寡婦福祉資金償還 収入未済金徴収活動実績報告
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

球磨保健福祉環境部業務概要
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

社会福祉保障生計調査（家計簿調査）
施行伺い、承諾、家計簿（写し）、通知、契約
等

球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

衛生行政報告例
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修会 県主催
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

研修会
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

人権同和関係 総務福祉
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤嘱託職員等の任免に関する事項
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

支払関係（写し）
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員、会計職員、検査員等任命 任免等
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 生活保護費返還徴収金の不納欠損処分
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 平成30年度会計検査 事前提出資料
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知、照会及び回答に関する文書綴 査察指導員管理文書
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

指導監査に関する綴
実施方針、年間計画、事前提出資料及び改
善計画

球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

新規採用職員に関する文書綴
新採トレーナー、研修等に関する通知、照
会、回答

球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

生活困窮者自立支援制度
担当者名簿、計画、実績、通知、照会及び回
答

球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

「夢」応援事業 本庁からの通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

行旅病人死亡人関係 本庁からの通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

就労支援促進計画関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 電子 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

電算、統計関係 本庁からの通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知・照会・回答
ホームレス調査及び生活困窮者支援に関す
ること

球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

経理照会関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知 情報連携システムに関すること
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

特定個人情報及び住基ネットに関する綴 本庁通知、要綱、要領及び研修復命
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知・照会・回答 H29医療雑件
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知・照会・回答 H29指定医療機関関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

社会福祉課からの通知・照会・回答 H29頻回受診者台帳
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

（総福）障害者スポーツ大会関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 通知等
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）指定障害サービス事業所の指定等 通知文綴り
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 母子福祉・女性相談関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庁舎管理関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）障がい関係総記 通知等
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 障がい福祉雑件
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）障がい福祉サービス事業者事故連絡書
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）在宅医療総記 通知（認知症対策地域ケア推進課）
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）在宅医療総記 通知（認知症対策地域ケア推進課）№２
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 3年       2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）介護保険事業者指定通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 在宅療養総記（かちゃらんと関係） 通知・オレンジ安心ネットかちゃらんと
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療） 指定通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）介護保険事業者事故連絡 報告
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 児童福祉関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 交通安全・防犯関係綴 くらしの安全推進課
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青少年保護・育成関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 環境・地球温暖化防止関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 保健所長会等綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 戦没者慰霊祭（追悼式）関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　服務関係報告等
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度　人事異動に伴う報告関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 非常勤職員関係綴
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 災害救助・防災関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度市町村保健福祉環境主管課長会議
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 （総福）高齢者福祉総記 通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＯＡ関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域福祉総記 通知
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 消費生活関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 108 003 恩給等に関する事項 受給者の管理に関する事項 住基ネット関係
球磨地域振興局総務福
祉課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

エコファーマー申請・認定
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

ふ化業者登録関係 ふ化業者確認申請書
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

攻めの園芸生産対策事業 総記
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

攻めの園芸生産対策事業 補助金
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

木質バイオマス等エネルギー対策事業 補助金関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業近代化資金） 利子補給承認等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業近代化資金） 利子補給承認等２
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業近代化資金） 利子補給承認等３
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業負担軽減支援資金）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業負担軽減支援資金） ２
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業負担軽減支援資金） ３
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（青年等就農資金）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（畜特資金）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（農業改良資金）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

農業制度資金（特定農産加工資金）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度畜産クラスター事業関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度畜産クラスター事業関係　入札その他
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度畜産クラスター事業関係　計画認定・総会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成２９年度環境保全型農業総合支援事業関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 実績報告（H28年度分）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 一般
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 被害防止計画関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

鳥獣被害防止総合対策事業 H２９実績報告
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

地域特産物産地づくり支援事業補助金
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

経営体育成支援事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

えづけSTOP！鳥獣被害対策事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

くまもと里モンプロジェクト推進事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

1331 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成２９年度家畜導入事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

無人ヘリ防除及びミツバチ危害防止対策に関すること 事業の実施
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業大学校連携 農作業安全講座等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

土地利用型構造改革推進事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要農作物奨励品種決定調査事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

主要農作物採種ほ検査
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

集落営農組織の育成に係る支援、事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

県南フードバレー構想（土地利用型作物）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農業制度資金（総記）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

農地集積（総記）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農者の確保・育成（総記）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

女性農業者 農業女性アドバイザー他
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

米・麦・大豆 事業の実施に関すること
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

平成29年度農薬登録拡大推進事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

新規就農者の確保・育成 農業次世代人材投資事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

食の名人
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

とびだせトップグレード米戦略事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

飼料用米等生産拡大加速化事業 （技術指導強化支援・生産拡大推進）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

野菜指定産地・価格安定事業関係綴り
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 008 002
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

儀式等に関する事項（記念及び
式典に限る）

農協総代会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 009 003
統計調査等資料の収集に関す
る事項

国又は他の団体からの依頼に
基づく統計調査

野菜調査関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農薬安全対策
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

農林漁業団体職員等人権問題啓発研修会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

普及活動報告会 球磨地域農業活性化セミナー
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

くま農業活性化協議会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

くま農業活性化協議会普通作部会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

川辺川地区営農支援関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 平成２９年度収入証紙報告関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 農業普及・振興課に係る物品購入
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

各種協議会に関すること
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度家畜人工授精師・受精卵移植師関係 講習会及び免許交付等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

平成２９年度家畜商免許関係 免許申請交付、書換、廃棄
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

果樹振興　総記 果樹振興計画・実績、補助事業関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

果樹生産対策　総記 果樹生産対策・病害虫関係通知・資料
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

（果樹）果実生産予測　総記
果実生産予測（果樹生育・病害虫調査）関係
通知・資料

球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

果樹新技術定着・新品種普及促進　総記
果樹新技術定着・新品種普及促進通知・調
査・資料

球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

果樹競争力強化推進事業　総記 要望調査等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

試験研究機関総記
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

農業ｺﾝｸｰﾙ大会
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

花き生産振興
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

県育成新品種「ゆうべに（熊本ＶＳ０３）」
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

中山間農業モデル地区支援事業
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

新品種・新技術活用型産地育成支援事業（夏秋ギク）
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度畜産総記
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度家畜防疫関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度酪農関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度自給飼料関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度自給飼料関係　コントラ・展示ほ
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度種畜検査関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度畜産環境関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年養蜂関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業気象災害 通知、報告関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業機械関係 農作業安全研修、農作業事故調査等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 茶振興 通知関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地下水と土を育む農業育成事業 実施要領　他
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 ＩＴインストラクター関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 経営所得安定対策 通知関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 薬用作物振興 通知関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 地域特産物振興 通知関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 種ばれいしょに関する文書
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度野菜振興に関すること
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 研修関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 農業くまもと（アグリ）、普及現地情報に関すること
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及計画策定及び実績関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県立農業大学校・農業高校
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 指導農業士
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 酪農・肉用牛生産近代化計画関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 畜産近代化リース貸付事業等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 青年農業者（４Hクラブ）事業の実施に関すること
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 流通アグリビジネス課
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 勲章・褒章等関係綴り
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 認定農業者
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 人吉・球磨物産販売施設連絡協議会関係 小ロット事業、農業フェアー含む
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業等の農業参入綴り
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 県条例に基づく畜産物検査 鶏卵検査等
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 施肥防除協会関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 定期監査関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導員の補職
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 くまもと県南フードバレー構想関係
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 年間購読について
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 普及指導活動記録 月報・実態調査
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 熊本県地域農業サポーター
球磨地域振興局農業普
及・振興課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

清願寺ダム関係
球磨地域振興局農地整
備課長

2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

錦南部５期地区農道整備事業（基幹農道）文化財調査
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

錦南部５期地区農道整備事業（基幹農道） 第２号工事　他合併
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム）第３号工事 土砂掘削
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

蓑谷地区ため池等整備事業第2号工事 工事設計書
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

1334 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第一湯前地区経営体育成基盤整備事業第１号工事 H29-101工事設計書
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百太郎溝地区基幹水利施設ストマネ事業第2号工事 工事設計書
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

百太郎溝地区基幹水利施設ストマネ事業第１号工事 工事設計書
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

清願寺地区農村地域防災減災事業第２号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二多良木地区農業水利施設保全合理化事業第８号工事
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二多良木地区農業水利施設保全合理化事業第９号工事
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム） 第3号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム） 第４号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二多良木地区農業水利施設保全合理化事業 第１３号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

第二多良木地区農業水利施設保全合理化事業 第１４号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

錦南部５期地区農道整備事業（基幹農道）第３号工事
球磨地域振興局農地整
備課長

2019 １０年    2029 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

平成２９年度清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム 第1号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

錦南部５期地区農道整備事業（基幹農道） 第１号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

蓑谷地区農村地域防災減災事業第1号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

蓑谷地区農村地域防災減災事業第２号業務委託
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

清願寺地区土砂対策検討委員会
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 005 事業の実施に関する事項
公共事業の測量、調査、設計等
に関する事項

球磨管内農業農村整備事業概要書作成
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

H29年度県営土地改良事業等における市町村負担金
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成29年度農業経営高度化支援事業綴り 第二多良木地区、湯前第一地区
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

清願寺地区農村地域防災減災事業（防ダム） 補助金関係綴り
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

団体営農業農村整備事業
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農業農村整備推進交付金
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

蓑谷地区予算綴り
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

農地等災害復旧事業
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

百太郎溝地区予算綴り
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修関係綴り
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 011 002
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

個人情報の開示請求に対する
決定及び経緯

特定個人情報の保護に関する事項
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

用地調査関係依頼簿・戸籍調査・登記簿調査・印鑑証明
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

本庁からの通知および照会
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 むらづくり課通知・照会等 中山間地域サポート推進事業
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 第一湯前地区経営体育成基盤整備事業関係綴
球磨地域振興局農地整
備課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時事務職員関係 指定難病申請業務
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

（予）特定個人情報の保護に関する取扱いについて
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 経理関係 （予）会計に関すること
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庶務関係 （予）人事に関すること
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 食育推進計画関係 （予）食育月間、食育推進計画等
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 住民基本台帳ネットワーク・マイナンバー関係 （予）通知・監査等
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

平成２９年度研修・会議 開催通知、出席者報告、通知
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

平成２９年度非常勤職員任免
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

平成２９年度定期監査
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成２９年度公用携帯電話番号（モバチョ）関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

契約締結依頼
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託 小川自河改
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工作物等調査委託 国道２１９号防安（交安）事業（上里）
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託 国道２１９号防安（交安）－２
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託 人吉水上線防安（改築）－１
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工作物等調査委託 人吉水上線防安（改築）－２
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託 上漆田東間下線防災安全改築（赤池原町）
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託 岳本１火山砂防
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託 西ノ園中里線単県道路改良工事
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託 西ノ園中里線単県道路改良工事
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工作物調査委託
錦湯前線防災・安全交付金（改築）工事（一
武）

球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託
錦湯前線防災・安全交付金（改築）工事（一
武）

球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託
錦湯前線防災・安全交付金（改築）工事（久
米）

球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査再算定委託
上漆田東間下線防災・安全交付金（改築）工
事

球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託 上漆田東間下線防安（改築）工事（下漆田）
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

建物調査委託 梶屋多良木線防災安全交付金（改築）工事
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工作物等調査委託 国道２１９号防安（交安）―１
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

平成２９年度補償業務検査員任命
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 021 会計に関する事項
会計検査院の会計検査に関す
る事項

平成２９年度会計検査
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

平成２９年度取得標準地の単価決定 時点修正
球磨地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

平成２９年度取得標準地の設定に関する協議 用地対策課関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

平成２９年度取得標準地の設定に関する協議 不動産鑑定関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成２９年度税務署事前協議
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成２９年度課税特例措置の適用 収用証明書
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成２９年度農地許可不要転用届
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成２９年度印鑑証明書無料交付申請
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

平成２９年度市町村等との境界確認関係 境界立会申請等
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 維持管理調整課施設調整班１
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 維持管理調整課施設調整班２
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 維持管理調整課防災班
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 工務課治水下水道班
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 工務課道路班１
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

平成２９年度用地交渉日誌 工務課道路班２
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

平成２９年度事業用地寄附受納
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

平成２９年度公共用地補償単価の決定 廃材処分費、仮住居補償等
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

平成２９年度土地売買等契約の一部変更及び繰越処理
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書４ 湯前町上里地区
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

借地期間変更
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 国道４４５号五木村
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 五木湯前線
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

国道４４５号（九折瀬）
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書（Ｒ３８８）
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

国道４４５号活力創出基盤交付金（改築）工事
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

契約変更
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 国道３８８号
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

登記関係 抵当権付き用地の登記嘱託について
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書７０ 西の園中里線　肥後銀行分
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書７１ 西の園中里線　熊本県信用組合分
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

評価調書 上漆田東間下線借地
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

1337 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地取得に伴う官公署との協議等
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 平成２９年度事業用地使用貸借
球磨地域振興局用地課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

平成２９年度登記嘱託事務委託について
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

地上権の設定及び抹消について
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 006 財産又は物品に関する事項
用地等の取得に伴う登記に関
する事項

平成２９年度登記に関する書類
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

平成２９年度マイナンバー関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

平成２９年度公用車運転日誌 ＡＤ
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

平成２９年度公用車運転日誌 ライフ
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 012 その他の事項
運転日誌等の業務日誌に関す
る事項

平成２９年度公用車運転日誌 イグニス
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度他課からの照会・回答
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度用地対策課からの照会・回答
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度他課からの通知
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

平成２９年度用地対策課からの通知
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成２９年度他団体からの通知 法務局、市町村等から
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

平成２９年度他団体からの照会・回答
球磨地域振興局用地課
長

2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２９年度用地業務に関する事業課への依頼、通知等
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 031 その他の事項 公用自動車に関する事項 平成２９年度公用車管理 車検、点検関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

平成２９年度住民基本台帳ネットワークシステム関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

平成２９年度電子システム関係
球磨地域振興局用地課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 001
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の記
録に関する事項

認定事業体申請及び認定綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

地域林業・木材産業機械設備リース導入支援事業
球磨地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 006 003
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

許可、認可等の行政処分の決
定及びその経緯

特定増殖事業計画認定申請 日本製紙木材株式会社
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 007
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

地域の指定又は解除の決定及
びその経緯

入会林野整備関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 006 022
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

貸付金の貸付決定・経緯（債権
管理含む）

林業・木材産業改善資金綴
球磨地域振興局林務課
長

2019 １０年    2029 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

県営林道事業繰越工期延期協議
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

熊本県公共工事再評価関係資料 岡大槻線
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

県営林道事業実施計画綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

県営林道事業着工通知及び施設引渡し関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

県営林道事業計画書
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

森林基幹道岡大槻線全体計画変更関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

繰越関係資料綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯山峠小崎線１工区関係 H28　12号
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岡大槻線４工区関係 H28　H29
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川島大岩線３工区関係 H29
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

保安林作業許可申請関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木事業統一単価等関係綴り
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林道事業実施関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

瀬目下谷線民有林林道開設事業（広域）第6号工事 H28　5工区
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林土木事業単価関係綴り
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

自然公園に関する届出（国定公園・県立自然公園）
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯山峠小崎線２工区関係 H29
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

瀬目下谷線民有林林道開設事業（広域）第１１号工事 H29　４工区
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川島大岩線民有林林道開設事業（広域）第１号鳥類調査
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

瀬目下谷線民有林林道開設事業（広域）第２号鳥類調査
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

岡大槻線民有林林道開設事業（広域）第６号工事 H29　５工区
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

単県林道維持保全事業関係綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

森林整備センター関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

梅木鶴線単県維持保全事業実施関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

平成２９年度土壌汚染対策法関係綴り
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

川島大岩線民有林林道開設事業（広域）第9号工事 2工区　H29
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

湯山峠小崎線民有林林道開設事業（広域）第8号工事 H29　4工区
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

林業公社社有林使用許可申請綴り
球磨地域振興局林務課
長

2087 １０年    2097 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

梅木鶴線民有林林道開設事業(広域）第3号工事 H29　3工区
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 007 事業の実施に関する事項
公共工事の進捗管理に関する
事項

林道事業進捗状況報告関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 008 事業の実施に関する事項
工事等で整備された施設の管
理に関する事項

国有林野貸付使用関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 移管 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林道施設災害復旧事業関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

市町村営林道事業関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

くまもと木材新流通システム構築事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

森林整備地域活動支援交付金事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林業・木材産業生産性強化対策事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

1339 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

林業・木材産業振興施設等整備事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

緑の産業再生プロジェクト促進事業
球磨地域振興局林務課
長

2087 ５年      2092 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

補助金等の返還措置関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林建連携路網整備促進事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森と担い手をつなぐ集約化促進事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

熊本県森林・林業・木材産業基盤整備交付金関係関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

単県林道事業関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

特用林産関係補助事業綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

水とみどりの森づくり税事業（みどり保全）綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

豊かな森づくり人材育成事業綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林業労働災害防止プロジェクト事業 安全装備導入等支援事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林造成促進事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

間伐等森林整備促進対策事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

シカ森林被害防止事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

民有林主伐・植栽一貫作業システム推進事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

針広混交林化促進事業
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

特定間伐促進計画
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

森林環境保全整備事業 補助金関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

林業・建設業等連携促進対策事業綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

県産材利用推進（事業関係） 木とともに、くまもと森林、利用普及啓発、他
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 007 015 事業の実施に関する事項
（県が間接補助者）補助金等の
申請等の経緯

平成３０年度森林環境保全整備事業実施予定計画書
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

県主催研修会、説明会等関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会議・研修会関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 林務関係各種協議会の職務専念義務免除申請
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

職員の担当業務の決定に関する事項
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

特定個人情報の保護に関する事務取扱担当者の指定
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 立木補償関係綴り
球磨地域振興局林務課
長

2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の保管管理 公用車の保管管理について
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

森林土木等団体関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 造林事業関係 一般文書
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道事業一般文書
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 技術管理課関係一般文書
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林集約化・普及班関係文書綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 みどり保全関係文書綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林組合関係文書綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 特用林産関係一般文書綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業金融関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業担い手育成班関係文書綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林業種苗関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工事積算、設計、入札、契約等関係
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林経営計画進捗状況報告
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 森林計画関係綴
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 広域本部政策調整事業 屋根型（欧州型）道づくり
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 林道工事建設事故に関すること 瀬目下谷線11号
球磨地域振興局林務課
長

2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

種苗登録等収入証紙受領記録簿
球磨地域振興局林務課
長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 表彰関係 （予）看護関係
球磨地域振興局保健予
防課長

2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

球磨地域振興局次長 2017 001 107 002
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の賃金、報酬に関
する事項

衛生環境課臨時職員等（庶務）務綴
球磨地域振興局衛生環
境課長

2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

天草地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

公有財産所管換え手続関係
天草地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

天草地域振興局次長 2017 001 016 014 財産又は物品に関する事項
財産管理（所管換え、用途廃止
等に限る）

公有財産所管換え手続関係
天草地域振興局用地課
長

2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

会計課長 2017 001 002 002
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

規則の制定又は改廃及びその
経緯

出納総括例規 会計課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

会計課長 2017 001 002 003
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

訓令の制定又は改廃及びその
経緯

処務規程改正 総務・資金班 会計課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

会計課長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

事務取扱要領改正　照会調査関係綴 金融機関関係 会計課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

熊本地震審査体制強化事業 労働者派遣業務関係 会計課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

会計課長 2017 001 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

「会計事務ナビ」システム関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

会計事務研修会の開催 開催通知、研修資料等 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 各課共用書庫

会計課長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

国費事務説明会関係 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

国主催関係研修会 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

国主催関係研修会 会計検査院 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

NOMA行政管理講座研修 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 012 001
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

委員会等の設置、諮問事項等
（他項該当外）

政府調達苦情検討委員会 総務・資金班 会計課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課
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会計課長 2017 001 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

物品調達等に関する不適正経理再発防止策の取組関係 経理向上推進会議・その他取組状況等 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与支払銀行指定・変更 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 013 013 組織、人事等に関する事項
職員の給与に関する事項（１０５
該当外）

給与・その他控除 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 013 015 組織、人事等に関する事項
職員の勤務実績報告に関する
事項

勤務実績報告書 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の服務に関する事項 職務専念関係等 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係（紙決裁休暇・就労証明書等） 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 嘱託員・臨時職員休暇等綴 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 長時間勤務報告書（45Ｈ超・健サポ） 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

職員球技大会関係 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員関係 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託・臨時職員　任用データ登録関係 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員採用試験関係 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 職員表彰 会計管理者表彰 会計課長 2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 9月補正予算要求書 総務 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 Ｈ30当初予算 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 2月補正 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 １２月補正 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算流用 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算令達 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算の調整 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 財産に関する調書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算特別委員会 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 監査委員への審査依頼 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算関係（H28決算） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算の公表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 【文部科学省】平成２９年度歳入・歳出決算関係 会計課長 2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 【国土交通省】歳入・歳出決算関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算に係る歳入歳出所属証明 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算の調整　個別照会 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算特別委員会② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算の調整　繰越関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 熊本県歳入歳出決算書等の調整 知事への提出 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 008
予算、決算及び監査に関する事
項

決算の認定議案の議決に関す
る事項

決算の議会認定（出納） 決算の議会認定（出納） 会計課長 2018 ３０年    2048 移管 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査関係 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命 総務 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

出納員、会計職員、検査員等に関する事項 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

会計管理者及び委任出納員異動通知 定期人事異動に伴う指定金融機関への通知 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（所得税） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ３ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ４ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ５ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ６ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ７ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ８ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 ９ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 １０ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 １１ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 １２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 領収済通知書 １３ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定（住民税） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（一般会計） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（収入証紙買戻に伴う減額調定） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 007 会計に関する事項 収入証紙に関する事項 支出調書（収入証紙） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 009 会計に関する事項 不納欠損処分に関する事項 不納欠損処分通知書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（年末調整還付金・職員分） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課
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会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（歳計外・所得税） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（歳計外・所得税） システム・出納班　２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（歳計外・住民税）　１ システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（歳計外・住民税）　２ システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（歳計外） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（公課費） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 出納局だより 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（決算統計年次改訂システム改修） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 後納郵便料金 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（収入証紙） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 011 会計に関する事項
資金前渡金の精算に関する事
項

資金前渡精算書 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 013 会計に関する事項 小切手に関する事項 照会（払出小切手） システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 口座振替依頼書等送付簿 システム出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 口座振替に関する文書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 014 会計に関する事項 口座振替払に関する事項 支払別集計表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 015 018 会計に関する事項 歳入の戻出に関する事項 戻出決定書（収入証紙買戻） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の実施に関する文書等（支出機関等） 支出機関等 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 金融機関検査関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） コンビニ収納検査関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （１／１０）【知事部局等①】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （２／１０）【知事部局等②】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （３／１０）【知事部局等③】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （４／１０）【知事部局等④】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （５／１０）【知事部局等⑤】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （６／１０）【知事部局等⑥】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （７／１０）【教育庁・県立学校①】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （８／１０）【教育庁・県立学校②】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （９／１０）【教育庁・県立学校③】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査の結果に関する文書等（支出機関等） （１０／１０）【教育庁・県立学校④】 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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会計課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 【文部科学省】債権調査確認・歳入調査決定決議書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 【文部科学省】徴収済額報告書・歳入徴収額計算書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 【国土交通省】徴収済額報告書・歳入徴収額計算書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 【文部科学省】返納金債権登録決議書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】支出負担行為日計表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】通知・照会に関する文書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】旅費の取扱いに関する文書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】支出計算書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】交付決定通知書（官署支出官控） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】額の確定通知書（官署支出官控） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】支払計画表・支払元受高転換記録 概算払協議結果通知 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】支出済一覧表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【文部科学省】支出負担行為計画示達表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支出未済一覧 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【国土交通省】支出計算書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 【国土交通省】支出済一覧表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳計外予算執行表 1 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳計外予算執行表 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

基金及び歳入歳出外現金等の翌年度計上 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳入歳出外現金（基金）の受払整理（出納） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 執行伺（集中調達関係、用品交付通知書、単価表等） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品関係帳票（備品異動申請書ほか） 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

文書管理関係 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

他県照会（総務・資金班） 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

出納関係規程集差替え 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

収入証紙特別会計 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

先行自治体調査 内部統制システム関係 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（企画振興部　※企画課以外） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（総務部　人事・財政・総セ以外 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（商工観光労働部） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（環境生活部） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（各種委員会等） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（健康福祉部） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（土木部） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（農林水産部） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（知事公室） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（企画課） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（人事課） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（総務事務センター） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（財政課） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの通知・照会（出納局） 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

各課からの照会 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 併用
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

企画課　通知・照会 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 各課共用書庫

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

議会① 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

議会② 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

議会③ 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

議会④ 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

他の都道府県からの照会及び回答綴 指導・検査班所管事項 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

他県からの照会 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

各県からの照会等 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

会計検査院関係 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

【国土交通省】通知・照会・回答 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

県の機関以外からの通知・照会等 総務・資金班 会計課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国費 取引関係通知 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 通知又は報告に関する文書
年末、年度末・当初の周知・留意事項（指導・
検査班）

会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 支出期限延長関係 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計事務運用・取扱通知 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 個別システム承認関係 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 出納局だよりプラス 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国費 通知・照会 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課
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会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 会計検査院の決算検査報告 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 雑件 システム・出納班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 020 033 その他の事項
電子システムの開発及び改修
に関する事項

改元に伴う総合財務会計システム改修関係 改元に伴う総合財務会計システム改修関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システム通知・照会関係 照会・回答関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システム運用・保守 履行完了証明等 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システム運用・保守 運用保守委託契約関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システム運用・保守 納入通知書等関係（発注・配布） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

総合財務会計システム運用・保守 運用管理全般 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 107 002
集中処理に係る臨時職員等に
関する事項

臨時職員等の賃金、報酬に関
する事項

H29　賃金・報酬 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

資金運用連絡調整会議 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

共同発行市場公募地方債 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

釣銭資金 総務・資金班 会計課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

運用方針及び運用計画 個別計画 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

各種照会 運用関係照会 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

運用実施 預金、債券 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

県内自治体資金運用支援 資金運用セミナー 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

九州ブロック会計管理者会議 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

金融機関経営状況分析 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

指定金融機関関係 指定金融機関 会計課長 2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

銀行移動店舗車開始式典 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

九州ブロック会計主管課長会議 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 002
資金の管理及び運用に関する
事項

基金の管理・運用（取崩し、利息
付与含む）

基金 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 004
資金の管理及び運用に関する
事項

一時借入（当座借越利息の支
払含む）

一時借入 総務・資金班 会計課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 142 004
資金の管理及び運用に関する
事項

一時借入（当座借越利息の支
払含む）

一時借入利息支払 会計課長 2087 ５年      2092 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 142 005
資金の管理及び運用に関する
事項

監査委員事務局例月検査に関
する事項

H29　例月検査資料 総務・資金班 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

戻出調書（収入証紙買戻請求） 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

収入証紙印刷 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

収入証紙〔交換〕 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 143 001 会計に関する事項
収入証紙の受払等に関する事
項

収入証紙関係 総務・資金班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 143 002 会計に関する事項
収入証紙売りさばき人に関する
事項

収入証紙売りさばき人氏名等変更 総務・資金班 会計課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課
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会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

県当座預金口座への振込承認 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

国庫支出金等仮受金（出納） 歳計外基金予算執行表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

国庫支出金等仮受金（出納） 国庫支出金等仮受金受入通知書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

国庫支出金等仮受金（出納） 取引明細書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

国庫支出金等仮受金（出納） 更正関係① 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 001 出納に関する事項
収入の国庫支出金に関する事
項

国庫支出金等仮受金（出納） 更正関係② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 003 出納に関する事項 公金振替済書に関する事項 公金振替済書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ６ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ７ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ８ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 ９ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １０ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １１ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 005 出納に関する事項 支出の支払確認に関する事項 支払確認表 １５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 008 出納に関する事項
職員以外の所得税の源泉徴収
等に関する事項

臨時職員等の年末調整 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出日計報告書 収入支出日計報告書① 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出日計報告書 収入支出日計報告書② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出日計報告書 収入支出日計報告書③ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出日計報告書 収入支出日計報告書④ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出月計報告書 収入支出月計報告書① 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収入支出月計報告書 収入支出月計報告書② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 009 出納に関する事項 収入支出日計に関する事項 収支日計総括表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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会計課長 2017 001 144 010 出納に関する事項
指定金融機関の更正通知に関
する事項

指定金融機関への更正通知（出納） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 010 出納に関する事項
指定金融機関の更正通知に関
する事項

指定金融機関への更正通知（出納） 更正済書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 011 出納に関する事項
例月現金出納検査に関する事
項

例月現金出納検査 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ６ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ７ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ８ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ９ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １０ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １１ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １６ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １７ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １８ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 １９ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２０ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２１ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２６ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２７ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２８ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

口座振替済書 ２９ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

支払通知書（発行簿） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

支払通知書（原符） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

支払通知書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

平成２９年度国費事務にかかる債権消滅通知書 （厚生労働省分） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

収入消込通知 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

収入消込通知 ２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

資金前渡整理簿 システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

払出通知書（口座） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

支出科目一覧表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

支出科目一覧表 ２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

戻出科目一覧表 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

送金手続済書 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

送金手続済書 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

送金手続済書 ３ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

払出通知書（直接払） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

収納データ件数・金額一覧 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

収納エラーリスト 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

テープ送付簿 口座振替データ関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 012 出納に関する事項
出納関係帳簿類の保管に関す
る事項

更正明細書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 1 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 ２ 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 ３ 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 ４ 会計課長 2018 3年       2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 ５ 会計課長 2018 3年       2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 013 出納に関する事項 予算の流用に関する事項 歳出予算流用計算書 ６ 会計課長 2018 3年       2021 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 014 出納に関する事項 予算の充用に関する事項 歳出予算充用計算書 会計課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 015 出納に関する事項 海外送金に関する事項 海外送金依頼書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 016 出納に関する事項 振込不能に関する事項 振込内容の変更 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫
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会計課長 2017 001 144 016 出納に関する事項 振込不能に関する事項 テレ為替受信票（振込不能） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 017 出納に関する事項 口座振替の取消に関する事項 口座振替の取消 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 017 出納に関する事項 口座振替の取消に関する事項 給与の取消 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 送金通知書再発行等 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 送金通知書再発行等 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 送金通知書発送簿 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 隔地払県外送金小切手返戻のお知らせ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 隔地払資金未払明細 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 018 出納に関する事項 隔地払に関する事項 隔地払資金歳入納付報告書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 異動届（給与支払報告書） １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 異動届（給与支払報告書） ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ４月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ５月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ６月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ７月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ８月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ９月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 １０月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 １１月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 １２月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 １月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ２月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税個人別一覧表 ３月分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税特別徴収依頼届出書 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税 総括① 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税 総括② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税特別徴収依頼届出書 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税特別徴収依頼届出書 ３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税特別徴収依頼届出書 ４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税特別徴収依頼届出書 ５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税新年度課税処理 ６月課税及びエラーリスト 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 法定控除未控除者リスト 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 ２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 ３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 ４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 ５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税税額変更通知書 ６ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市１ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市３ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市４ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市５ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市６ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 熊本市７ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 菊池市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 山鹿市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 玉名市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 天草市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 八代市１ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 八代市２ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 八代郡、葦北郡、球磨郡 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 阿蘇郡・阿蘇市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 嘉島町・益城町 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 県外 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 下益城郡・玉名郡・天草郡 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 甲佐町・山都町・御船町 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 菊池郡 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 人吉市・荒尾市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 宇土市・上天草市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)
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会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 水俣市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 宇城市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税額決定通知書 合志市 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 歳入歳出外現金受払整理表（住民税） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 019 出納に関する事項 職員の住民税に関する事項 住民税 総括③ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 020 出納に関する事項 給与支払報告書に関する事項 給与支払報告書 市町村からの扶養・住所調査 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 020 出納に関する事項 給与支払報告書に関する事項 給与支払報告書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

会計課長 2017 001 144 020 出納に関する事項 給与支払報告書に関する事項 給与支払報告書 H29市町村リスト 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 税務署への報告に関する文書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 所得税徴収高計算書 システム・出納班 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 法定調書修正（出納） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 マイナンバー関係 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 【文部科学省】給与所得等の法定調書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 予算要求（公課費） 平成３０年度当初　所得税分 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 扶養控除等見直し調査（所得税） １ 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 扶養控除等見直し調査（所得税） ２ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 扶養控除等見直し調査（所得税） ３ 会計課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

会計課長 2017 001 144 021 出納に関する事項 職員の所得税に関する事項 法定調書修正（出納）② 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 給与払出通知内訳書 控除額集計表等 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 給与（給与前途資金支出内訳書） 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 給与返納データプルーフリスト 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 個別ノート 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 賃金報酬払出通知内訳書 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 授業料戻出 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

会計課長 2017 001 144 022 出納に関する事項 個別払に関する事項 県税戻出 会計課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙
県情文書庫(原
課1年)

管理調達課長 2017 001 002 003
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

訓令の制定又は改廃及びその
経緯

物品取扱規則に規定する帳簿等の様式を定める訓令関係 管理調達課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

管理調達課長 2017 001 002 005
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

要綱等の制定・改廃・経緯（他
の項以外）

物品・業務委託要綱要領改正関係綴 管理調達課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 002 006
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

通達・依命通達の制定・改廃及
びその経緯

用品調達規則関係の通達及び通知 管理調達課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

研修関係綴り 管理調達課 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

経理向上推進会議 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫
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管理調達課長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

九州各県用度・契約担当者会議 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

九州各県用度・契約主管課長会議 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 職員の服務関係 育児時間、介護休暇等請求 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員等関係 勤務表、休暇請求等 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

集中調達事務嘱託員任用関係 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託員任用関係 総務 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

嘱託職員等関係 電子入札入力事務等嘱託員採用関係 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員関係綴 任用、賃金支払い等 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

事務分掌 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 予算関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 ４業種に係る債務負担行為関係
県有施設等管理、給食、情報処理、事務機
器等賃借

管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算流用 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

予算令達 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 決算関係 平成２８年度 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

監査関係綴 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 新規申請（随時・緊急） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 各種届出（変更・承継・廃業等） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 更新 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 各種照会１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

障害者雇用促進企業等からの物品等の調達関係 申請登録等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

燃油類価格協定関係綴 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札・契約制度関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

ＮＨＫ受信契約関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名停止関係 各種情報等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指名停止関係 案件・随契承認 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

公契約関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

印刷積算ソフト賃貸借契約 ミツモザウルス 管理調達課長 2019 ５年      2024 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

電子カタログ関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

ＷＴＯ案件関係綴 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 各種照会２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 更新（チェックリスト等） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　６ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　７ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　８ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　９ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１０ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１６ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１７ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１８ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　１９ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２０ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２６ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２７ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２８ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書　２９ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

1355 



文書管理者
作成
取得
年度

大区分 性質区分 行政文書ファイル名 副題 作成取得者 起算日
保存
期間

保存
期間
満了

満了
時の
措置

媒体
種別

保存場所分類記号

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書（未更新）　１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書（未更新）　２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書（未更新）　３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書（未更新）　４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

競争入札参加資格 Ｈ２７更新申請書（未更新）　５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定関係綴り 契約保証金・違約金 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 タクシー共同乗車券使用契約書 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　１９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課
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管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　２９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　３９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　４９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課
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管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５６ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５７ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５８ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　５９ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６０ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６１ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６３ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６４ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出証ひょう 集中調達関係　６５ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） ４－５月分 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） ６－７月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） ８－９月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） １０－１１月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） １２－１月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約事務用品） ２－３月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（単価契約コピー用紙モデル事業） （熊本市内・菊池管内） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（歳計外現金） 総務 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査 計画等関係書類 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査 復命書（第一次、二次分） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 020 会計に関する事項 会計検査（１７０・２０２該当外） 会計事務検査 復命書（第三次分） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 歳入・歳出整理票 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 022 会計に関する事項 歳入の整理に関する事項 収入消込通知 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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管理調達課長 2017 001 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 支出未済一覧表 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 015 026 会計に関する事項
歳入歳出外現金等受払の整理
に関する事項

歳入歳出外現金等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　事務用品類
契約関係綴（コピー用紙、トイレットペーパー
を除く）

管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 機種選定委員会 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 集中調達除外申請 印刷・備品・消耗品 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ４月分 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ５月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ６月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ７月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ８月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ９月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） １０月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） １１月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） １２月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） １月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ２月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約事務用品（発注・用品要求書等） ３月分 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 取下げ・取止め・契約解除 集中調達関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 取下げ・取止め・契約解除 集中調達関係２ 管理調達課長 2018 5年       2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約コピー用紙モデル事業（発注伺・受領書等） （熊本市内・菊池管内） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 共通的な印刷物 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 新聞年間購読 契約関係綴り 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　帯革類 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　貸与品セット 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　自動車保管場所標章 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　更新時講習等に使用する教本 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　被服類 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　文化課　特殊写真の現像等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 寄附による取得の承認 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　特大封筒及び中封筒 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　県議会関係　印刷単価契約 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　コピー用紙に関する地域拡大 対象地域の拡大に関するもの 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　ＰＰＣ用紙及びトイレットペーパー 本庁・出先 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約　警察本部　白バイ用タイヤ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 単価契約 ゴム印類・写真現像等・電子複写等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 車両関係綴り 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品出納計算書等 平成２９年度（平成２８年度分） 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 き損・亡失関係綴 き損・亡失届、賠償責任審査 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品管理関係 通知、照会、相談等 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 備品異動申請関係 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 き損・亡失関係綴２ 警察本部からの報告 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 公会計制度改革関係 物品 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 使用備品整理簿等 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 016 021 財産又は物品に関する事項 物品の貸付けに関する事項 貸付承認申請に係る承認 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用物品処分関係綴り 現地処分の特例承認 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用紙類売却 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用決定承認関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用物品処分関係綴り 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 平成３０年度　金属くず単価契約 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用物品処分関係綴り 会計管理者保管物品 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

「会計事務ナビ」登載関係（管理調達課分） 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

随意契約による物品又は役務の調達契約関係 発注の見通し、契約前公表、契約後公表等 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

発注の見通し 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

物品調達及び業務委託に係る随意契約情報の公開 平成２８年度　第４四半期分 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

物品調達及び業務委託に係る随意契約情報の公開 平成２９年度　第１四半期分 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

物品調達及び業務委託に係る随意契約情報の公開 平成２９年度　第２四半期分 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

物品調達及び業務委託に係る随意契約情報の公開 平成２９年度　第３四半期分 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

業務委託契約に係る契約実績 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

競争入札参加資格申請（物品・業務委託）に関する調査 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

各課への照会・通知等（雑件） 調達班 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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管理調達課長 2017 001 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

電子調達システム及び公契約条例調査 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

入札実施概要書 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 環境生活部 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 知事公室 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 各種委員会・警察 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 総務事務センター・共済・互助会 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 出納局 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 企画振興部（ＴＰＰを除く） 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 商工観光労働部 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 人事課 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 健康福祉部 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 農林水産部（ＴＰＰを除く） 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

後納郵便物関係 通知、照会、取扱票等 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

男女共同参画関係 通知・照会等 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙
県政情報文書
課書庫

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 総務部 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

通知・照会 土木部 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

調達班雑件綴り 管理調達課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

通知・照会 県外 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

管理調達課長 2017 001 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

他所属からの照会・回答 調達班 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 業務委託等に係る積算資料 管理調達課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム関係綴り 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム（物品・委託）利用者登録 パスワード発行 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

業者管理システム関係 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．６ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．７ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫
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管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．８ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．９ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１０ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１１ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１２ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１３ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１４ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１５ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１６ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り Ｎｏ．１７ 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム入力作業等一元化関係書類綴り 当日作業表等 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 各課共用書庫

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム関係綴り 落札取消 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

電子入札システム関係 電子入札システム担当者定例会（関係資料） 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

管理調達課長 2017 001 137 002
経営事項審査及び工事関係入
札参加資格審査

工事関係入札参加資格審査に
関する事項

指名停止関係事務に係る内規 管理調達課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

荒瀬ダムＨＰへの掲載事項について フォローアップ専門委員会等 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

荒瀬ダム撤去ホームページの契約について ホスティングサービス契約 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

公共用水域水質測定について 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 026 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課以外）

荒瀬ダム撤去モニタリング調査に係る照会について 電源開発からの照会 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

パソコン等変更使用申請書 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

全庁ネットワークに関する手続き関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

荒瀬ダム撤去パブリッククラウドサービス契約について 見積徴収等 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

緑川第一発電所 土木・鋼構造物補修設計委託 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

緑川第二発電所 土木・鋼構造物補修設計委託 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

荒瀬ダム環境モニタリング歩掛・単価関係資料 平成３０年度見積り徴収について 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

河川監視カメラ移設に伴う事項について 電源変更 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

フォローアップ専門委員会 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

護岸引き継ぎ 護岸引き継ぎ 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

環境モニタリング調査に関すること 提供依頼 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

荒瀬ダム等撤去工事に係る進捗状況報告 除却申請に係る報告 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

荒瀬ダム本体等撤去工事（軽微なもの） 企業局総務経営課長 2018 １年未満  2018 廃棄 併用 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

荒瀬ダム撤去関連工事（軽微なもの） 企業局総務経営課長 2018 １年未満  2018 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（４月・５月・６月） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（９月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（１１月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（２月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（４月・６月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（９月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（１１月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 001 002 県議会に関する事項
県議会の審議に関する事項（１
の項以外）

県議会資料 本会議・委員会説明資料（２月） 企業局総務経営課長 2018 10年      2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 002 003
条例等の制定又は改廃及びそ
の経緯

訓令の制定又は改廃及びその
経緯

条例・管理規程 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 003 001
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の策定等及び経緯
（他の項以外）

阿蘇車帰風力発電所２号機廃止関係 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 003 002
事業計画又は方針の策定・改
廃及びその経緯

事業計画等の進行管理及び評
価に関する事項

熊本県企業局経営基本計画（第四期） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 004 001
申合せ又は基準の設定及びそ
の経緯

複数の実施機関による申合せ
及びその経緯

電算システム協定等
電子入札、庶務事務、文書管理、メールシス
テム等

企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 006 020
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

補助金等の交付決定・確定、そ
の経緯

国有財産等所在市町村交付金 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 006 025
個人又は法人の権利義務の得
喪及びその経緯

権利放棄の決定及びその経緯
（他項該当外）

熊本県営駐車場利用にかかる商工会館との協議等 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 007 002 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物）

荒瀬ダム撤去関連事業の施行に関する実施協定等 企業局総務経営課長 2087 ３０年    2117 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 007 006 事業の実施に関する事項
公共事業に係る負担金等に関
する事項

ダム管理負担金 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

工業用水道事業費補助金関係 工業用水道事業費補助金関係書類 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

平成２９年度水力発電事業化促進事業費補助金 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 007 022 事業の実施に関する事項
事務又は事業の実施の記録
（他項該当外）

弁護士相談関係 電気事業 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 008 003
儀式、栄典、表彰等に関する事
項

栄典に関する事項 栄典 功績調書等 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

防災関係
企業局防災会議、本庁職員防災待機研修会
関係

企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

企業局特定課題研修 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 011 001
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

行政文書の開示請求に対する
決定及び経緯

行政文書の開示請求 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 011 002
情報公開及び個人情報保護に
関する事項

個人情報の開示請求に対する
決定及び経緯

個人情報の口頭開示関係 非常勤職員採用試験 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

有明工水需要開拓推進会議 会議の開催及び各種取組み 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 001 組織、人事等に関する事項
組織・定員に係る事項（人事主
管課に限る）

組織編制及び配置定数の検討 組織編制及び配置定数の検討に関する文書 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 006 組織、人事等に関する事項 再任用に関する事項 再任用の検討 再任用の検討 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事評価 人事評価に関する文書 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

人事異動 人事異動に関する文書 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 併用 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 013 010 組織、人事等に関する事項
評価及び異動に関する事項（人
事主管課）

勤勉手当成績率運用要綱 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

退職関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

昇給・昇格関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

財形関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

個人型確定拠出年金関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 014 組織、人事等に関する事項
給料等に関する事項（給与主管
課に限る）

期末・勤勉手当 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 016 組織、人事等に関する事項 職員の源泉徴収に関する事項 税金関係
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者
異動届

企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 021 組織、人事等に関する事項 職員の服務に関する事項 服務関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 022 組織、人事等に関する事項
研修計画に関する事項（研修主
管課に限る）

養成研究費による研修計画 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 024 組織、人事等に関する事項
福利厚生に関する事項（児童手
当を除く）

全庁球技大会関係 福利厚生 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 産業医関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 026 組織、人事等に関する事項 職員の健康管理に関する事項 定期健康診断等関係 ストレスチェック・人間ドック 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 030 組織、人事等に関する事項 時間外勤務命令に関する事項 時間外勤務状況報告 定時退庁日・４５時間超・３６協定特例運用 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員　社会保険・雇用保険関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員（任用・試験）関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

産業医任用関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員（Ｂ）雇用関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

人事関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

公印取扱者・文書取扱主任等 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 033 組織、人事等に関する事項
職員の担当事務の決定に関す
る事項

マイナンバー関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 034 組織、人事等に関する事項 事務引継に関する事項 企業局事務引継書 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 表彰 長期勤続等 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 013 037 組織、人事等に関する事項 職員表彰に関する事項 企業局長表彰（H３０年度　知事表彰） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 平成３０年度当初予算関係 平成３０年度当初予算編成資料 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 001
予算、決算及び監査に関する事
項

予算要求に関する事項 平成29年度補正予算 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 004
予算、決算及び監査に関する事
項

予算執行に関する事項（財政主
管課に限る）

電気事業修繕引当金、特別修繕引当金 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 平成28年度公営企業各会計決算 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 007
予算、決算及び監査に関する事
項

決算に関する事項 平成２９年度　決算特別委員会 平成２８年度決算 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 011
予算、決算及び監査に関する事
項

起債事務に関する事項（財政主
管課以外）

起債関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 014
予算、決算及び監査に関する事
項

予算繰越（１４２及び１４３該当
外）

予算の繰越 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

例月出納検査調書 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 014 017
予算、決算及び監査に関する事
項

監査に関する事項（１４８該当
外）

定期監査 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

契約に関する事項 契約の要件に関する文書 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

契約関係 契約関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県営有料駐車場　事業報告 年次 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

業務委託関係 電気事業 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

業務委託関係
電気事業（緑川発電所ＰＣＢ廃棄物収集運搬
業務）

企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成２９年度　県営有料駐車場業務委託 PCB廃棄物収集運搬業務委託 企業局総務経営課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

工事発注見通し 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

アスベスト（レベル２）使用状況調査業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

物品購入 工業用水道事業 企業局総務経営課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

八代工業用水道沈澱池清掃等業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

自動車等用燃料関係
公用車等の燃料使用量報告書（支出調書
含）

企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成２９年度プロパンガス支出調書 企業局総務経営課長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

公共工事請負契約の承継承諾 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県営有料駐車場　アスベスト含有分析業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

有明工業用水及び八代工業用水水質分析業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

県営駐車場における熊本城マラソン更衣所等設置・撤去 業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

指定管理　業務報告 月次 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

ポリ塩化アルミニウム単価契約 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度発電総合管理所建物清掃業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度緑川発電所関係業務委託契約 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

都呂々ダム・苓北工業用水道施設清掃・除草等業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度菊鹿発電所関係業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度市房発電所関係業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度荒瀬ダム跡地管理業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

平成３０年度阿蘇車帰風力発電所業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

都呂々ダム管理事務所塵芥収集運搬及び処分業務委託 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

書籍・追録・新聞の購入 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

物品検査員任命 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

企業局　業務委託検査員任命 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

企業局出納員預金口座名義変更 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

企業局出納員事務引継関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 002 会計に関する事項
出納員、会計職員、検査員等に
関する事項

検査員任命（管財業務） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（工水） （有工） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（工水） （八工１） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（工水） （苓工） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（工水） （八工２） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（電気） 電気１ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 005 会計に関する事項 収入に関する事項 収入調定書（電気） 電気２ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 荒瀬ダム撤去室公用車リース 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 諸会費・事業団体費 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書（電話料） 電話料、ケーブルテレビほか 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書 工業用水道・有料駐車場 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（土地賃貸借契約等） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 ホスティングサービス利用料 荒瀬ダム撤去ホームページ分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 幸野ダム見張所及び船津ダム見張所用パソコンリース 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ポリ塩化アルミニウム 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 プロパンガス 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 著作物複写使用料 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 阿蘇車帰ＰＳ１，３号機各主要部品購入 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 被服貸与関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（菊鹿発電所漁業補償） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（流水占用料） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（かんがい用水路維持管理負担金） （緑川発電所） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 公災保険料 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 庁舎維持管理負担金 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 機密文書溶解 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 通信運搬費 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 電話料（工水・駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 電気料・水道料（工水・駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 諸費・その他（工水・駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 ETC高速道路通行料 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 高速道路使用承認簿 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （有工１） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （有工２） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （有工３） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （八工１） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （八工２） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （苓工１） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （苓工２） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 精算書（工水） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 振替決定書（工水） （有工） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 振替決定書（工水） （八工・苓工） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 振替決定書（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 企業債償還 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 養成研究費（工水） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 コピー 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 養成研究費（電気） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 単価契約（ゴム印） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 諸費・その他（電気） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 年間購読（書籍・追録・新聞） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出調書 タクシー借り上げ料 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ４月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ５月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ６月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ７月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ８月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ９月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） １０月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） １１月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） １２月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） １月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ２月分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ３月分（１） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（電気） ３月分（２） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（電気） 電気１ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出負担行為書（電気） 電気２ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 精算書（電気） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 振替決定書（電気） 電気１ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 振替決定書（電気） 電気２ 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 010 会計に関する事項 支出の証拠書類に関する事項 支出命令書（工水） （苓工３） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 月次試算表及び資金予算表（工水） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 月次試算表及び資金予算表（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 総勘定元帳（工水） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 総勘定元帳（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 現金預金出納簿及び仕訳帳（工水） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 現金預金出納簿及び仕訳帳（駐車場） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 総勘定元帳（電気） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 015 023 会計に関する事項 歳出の整理に関する事項 現金預金出納簿及び仕訳帳（電気） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 001 財産又は物品に関する事項
取得する用地の取得価格設定
に関する事項

県道中津道八代瀬道路嵩上事業土地価格認定 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

戸籍関係及び不動産登記関係交付申請書 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

収用等に係る税務署事前協議 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 002 財産又は物品に関する事項
用地買収に必要な官公庁との
協議に係る事項

中津道八代線道路嵩上事業関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 003 財産又は物品に関する事項
用地等の買収及び損失補償の
記録

用地交渉協議記録 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償（中津道八代線道路嵩上工事） 藤　第２９－H－３０１号 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償（中津道八代線道路嵩上工事） 藤　第２９－H－３０２号 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償（中津道八代線道路嵩上工事） 藤　第２９－H－３０３号 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償（中津道八代線道路嵩上工事） 藤　第２９－H－３０４号 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 004 財産又は物品に関する事項
用地買収の決定及びその経緯
（他項該当外）

用地補償（中津道八代線道路嵩上工事） 藤　第２９－H－３０５号 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 有明工業用水道事業用地補償費等 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 市房発電所賃貸借契約書（Ｈ２９～Ｈ３３） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 用地補償（荒瀬ダム本体等撤去工事） 電柱移転補償 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 電線・電柱に関する立木補償 （市房発電所） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 藤本発電所賃貸借契約（共架契約終了） （九州電力八代配電事業所） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 賃貸借契約更新関係 （緑川発電所） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 賃貸借契約変更 （藤本発電所・ＪＲ九州） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 賃貸借契約更新 （車帰発電所） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 005 財産又は物品に関する事項 損失補償の決定及びその経緯 電線・電柱に関する立木補償 （緑川発電所） 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 008 財産又は物品に関する事項
用地等収用の証明に関する事
項

収用証明書 中津道地区道路嵩上事業 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

送電線下樹木の伐採協議 （緑川発電所） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

固定資産関係（電気事業） 除却・減価償却関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

財産関係協議案件 企業局総務経営課長 2019 ５年      2024 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 011 財産又は物品に関する事項
財産台帳等財産の管理に関す
る事項

固定資産関係（工業用水・駐車場） 除却、減価償却等 企業局総務経営課長 2019 ５年      2024 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

地籍調査立会 （発電総合管理所） 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 012 財産又は物品に関する事項
財産の管理（境界確定に限る）
に関する事項

地籍調査立会 （有料駐車場関係） 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

有料駐車場関係 展示場貸付等 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

占用許可申請 （各工業用水事業・電気事業） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

行政財産使用許可 行政財産（庁舎管理以外） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

公有財産貸付契約（藤本発電所跡地） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

普通財産借受 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 013 財産又は物品に関する事項
財産管理（目的外使用許可、貸
付等に限る）

第二有料駐車場敷地賃貸借関係 新屋敷駐車場 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 015 財産又は物品に関する事項 財産管理（１９１～１９４該当外） 機械共済・建物共済 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 015 財産又は物品に関する事項 財産管理（１９１～１９４該当外） 工業用水道賠償責任保険 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 015 財産又は物品に関する事項 財産管理（１９１～１９４該当外） 備品管理 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

藤本発電所発電機等売却 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

藤本発電所機械装置等売却処分 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

企業局所管財産の処分 譲与にかかる登記嘱託等 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

市房発電所改修工事で発生する鋼材等の処分 （建築物等） 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 018 財産又は物品に関する事項
財産の処分に関する事項（１９６
該当外）

市房発電所改修工事で発生する鋼材等の処分 （発電機・水車等） 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 収入印紙購入伺い 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 019 財産又は物品に関する事項 物品の取得に関する事項 職員住宅エアコン購入 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 公用車任意保険 公用車保険 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 020 財産又は物品に関する事項 物品の管理に関する事項 物品の管理状況報告 （貯蔵品の棚卸） 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 市房発電所有価物の処分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 準備品の不用決定・廃棄処分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 不用決定（備品） 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 都呂々ダム職員公舎 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 防火管理関係 防火訓練・火元責任者等 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 企業局所管設備で使用する電気
市房１ＰＳ発電停止中の市房ダム所内電力に
関する協定

企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 004
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

宿舎の貸付けに関する事項 職員住宅貸付関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 005
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

執務室管理に関する事項 執務室管理関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

職員住宅営繕関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書ファイル関係 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

電気事業　特別協賛等 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 014 その他の事項
証明書、身分証明書等の交付
に関する事項

職員証明書 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 018 その他の事項
広聴に関する事項（２４１該当
外）

広報関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

企業局の概要 PR版、資料編 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

工業用水道事業　広報関係 有工八工　水だより等 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 020 その他の事項
ホームページの運用管理に関
する事項

経営比較分析表（電気事業） 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 総務関係 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 企画振興部 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 土木部 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 国際スポーツ大会 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 政調会議 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 局議 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 庁議 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 024 その他の事項
県の機関からの通知及び照会
に関する事項

他部局からの通知・照会 予算（人件費） 企業局総務経営課長 2018 １年      2019 廃棄 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

経済産業省からの通知・照会 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

公共事業労務費調査 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

九州各県労務担当者会議 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

労働局等照会関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 業務状況説明書 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 平成２８年度指定管理者の情報公開制度の運用状況 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 給与関係 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 工業用水道取水量報告 企業局総務経営課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 029 その他の事項 指定管理者制度に関する事項 平成２９年度指定管理者 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

ネットワーク・情報化関係 セキュリティ対策・負担金関係・その他 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

企業局新会計システムの改修 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

企業局会計システム保守業務委託 平成２９年度保守分 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 101 001 危機管理に関する事項 危機管理に関する事項 防災関係 企業局防災計画 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 107 004
集中処理に係る臨時職員、非常
勤嘱託職員に

臨時職員、非常勤嘱託職員等
の社会保険等の

労働保険関係綴 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 143 001
資金の管理及び運用に関する
事項

資金の管理及び運用に関する
事項

引合いによる資金運用伺 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 001
地方公営企業の事業に係る事
項

管理規程の制定又は改廃及び
その経緯

熊本県企業局会計規程の一部改正 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 002
地方公営企業の事業に係る事
項

地方公営企業等の労働関係に
関する事項

企業局労働組合関係 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 004
地方公営企業の事業に係る事
項

受水企業との給水に係る協定
等に関する事項

工業用水基本使用水量申込及び変更申込 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 004
地方公営企業の事業に係る事
項

受水企業との給水に係る協定
等に関する事項

工業用水道料金算定及び通知 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 005
地方公営企業の事業に係る事
項

一般会計からの繰入金及び借
入金に関する事

一般会計繰入金及び借入金 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 006
地方公営企業の事業に係る事
項

公金運用に関する事項 公金運用計画 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 007
地方公営企業の事業に係る事
項

出納取扱金融機関に関する事
項

出納取扱金融機関検査 企業局総務経営課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 010
地方公営企業の事業に係る事
項

消費税に関する事項 消費税関係 消費税計算・申告に関する書類 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 010
地方公営企業の事業に係る事
項

消費税に関する事項 消費税中間申告関係綴 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 010
地方公営企業の事業に係る事
項

消費税に関する事項 有料駐車場事業の消費税 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

地域づくり部会 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

個別検討部会 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

交付金関係 環境省交付金 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

地域対策 JRフェンス 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

地域対策協議会 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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企業局総務経営課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

記念式典 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

電気事業会計規則に基づく書類 申請書、報告等 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

電気関係報告規則に係る書類 設備資金年報等 企業局総務経営課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

有明工水共同管理費 有明工水共同管理費に関する協定等 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

八代工水及び上天草・宇城水道共同施設管理負担金 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

再生可能エネルギー固定価格買取制度関係 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

苓北工業用水道事業運営 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

九州地域工業用水道災害時等相互応援協定 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

他団体への依頼 風力発電設備の部品に係る覚書 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

公営工業用水道事業九州ブロック連絡協議会 会議開催関係 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

商工会館に関すること 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

電力使用申込み関係 リニューアル工事に係る申込み 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

遥拝頭首工等改修事業 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

計量器取替えに係る文書 計量器のスマートメータ化 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

平成３０・３１年度電気料金交渉関係 企業局総務経営課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

工業用水道事業雑件 企業局総務経営課長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

公営電気九州ブロック経理研究会 企業局総務経営課長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

企業局総務経営課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

電気事業雑件 データ照会 企業局総務経営課長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 007 001 事業の実施に関する事項
公共事業計画の策定又は改廃
及びその経緯

工業用水道事業　施設更新計画 企業局工務課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 007 014 事業の実施に関する事項
（県が補助事業者）国補助金等
申請等の経緯

補助金関係 企業局工務課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

保安教育について 保安教育の実施、報告 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

阿蘇車帰風力発電所収支改善ＰＴ 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

企業局工務課長 2017 010 012 002
委員会等の設置、議事の決定
等及びその経緯

職員のみで構成される会議の
決定等及び経緯

水利使用に関する不適切事案に係る審査委員会 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

入札公告に関する質問への回答 企業局工務課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 018 001
文書及び公印の管理に関する
事項

行政文書ファイルの管理に関す
る事項

行政文書管理関係 企業局工務課長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

企業局工務課長 2017 010 018 005
文書及び公印の管理に関する
事項

公印の管理等に関する事項 文書取扱主任及び公印取扱者等の選任について 企業局工務課長 2018 ５年      2023 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 023 その他の事項
照会の実施に関する事項（主管
課に限る。）

公営電気会員への調査依頼について 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 025 その他の事項
県の機関以外からの通知等（主
管課に限る）

市房ダム関係かんがい用水 市房ダムに係るかんがい用水関係 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 電力会社への報告、届出、依頼等について
発受電報告、風力記録、電力年報、その他通
知等

企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 運転保守要則に係る報告 ダム放流・濁水月報、作業実施報告書 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課
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企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 官公庁への報告について 発受電月報、水文資料、無線従事者等 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 庁内からの通知、照会、回答について 火元責任者 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 市房第一発電所（市房ダム）温水取水装置の臨時使用 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 官公庁への報告について 堆砂状況報告（船津ダム） 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 官公庁への報告について 堆砂状況報告（幸野ダム） 企業局工務課長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 020 034 その他の事項
電子システムの運用及び保守
に関する事項

IT関係の報告・届出等について 情報企画課等への届出等 企業局工務課長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

工事等の発注に伴う見積徴取関係資料 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

荒瀬ダム管理所撤去に関する工事書類について 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

藤本発電所建屋等撤去に関する工事書類について 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

緑川第一発電所 土木・鋼構造物補修設計委託 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

緑川第二発電所 土木・鋼構造物補修設計委託 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 001
地方公営企業の事業に係る事
項

管理規程の制定又は改廃及び
その経緯

保安規程等の改正 保安規程、運転保守要則の改正等 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 001
地方公営企業の事業に係る事
項

管理規程の制定又は改廃及び
その経緯

無線管理規程 無線管理規程等の改正等 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 011
地方公営企業の事業に係る事
項

荒瀬ダム撤去及び関連工事に
関する事項

荒瀬ダム本体撤去及び関連工事 工事進捗に関する文書 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 併用 各課共用書庫

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

工水工事に関する申請について 道路占用及び使用許可、着工届等 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

官公庁への届出について 主任技術者、観測施設廃止、事故報告等 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

建築物の耐震改修計画申請 認定申請、事前協議 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

工事に伴う河川法関係申請等 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

クレーン工事申請関係 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

工業用水道水利権に係る承認、申請書等
水利権許可、管理及び取水規程、協議文書
等

企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

電力広域的運営推進機関への届出等について 供給計画届出書 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

官公庁への届出について 建築基準法、消防法等関連 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

工事に伴う河川法関係申請等（市房PS） 企業局工務課長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

再生可能エネルギー固定価格買取制度関係 企業局工務課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

電気事業関係機関等との協議書、同意書、依頼文等 企業局工務課長 2018 １０年    2028 移管 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

営繕積算システム年間利用契約 企業局工務課長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

企業局工務課長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

電気事業（雑件） 企業局工務課長 2018 １年未満  2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 007 017 事業の実施に関する事項
施設整備を伴わない事業の実
施に関する事項

水力発電に係る普及・啓発事業 湯山温泉桜まつり 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 010 002
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

他団体が主催する研修会、説
明会等への出席

職員研修欠席届 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

発電総合管理所非常勤職員関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課
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発電総合管理所長 2017 010 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員（Ｂ）雇用関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 014 006
予算、決算及び監査に関する事
項

歳出予算の配当、令達、流用、
趣旨の変更等

歳出予算の主旨変更等に関する文書 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

深瀬公民館利用契約 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

業務一部完了部分に係る引渡し承諾について 保守点検業務委託 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 015 001 会計に関する事項
契約に関する事項（他項該当
外）

業務一部完了部分に係る引き渡し承認について 発電総合管理所長 2087 ５年      2092 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 物品の不用決定に関する文書 備品、予備品等 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 016 022 財産又は物品に関する事項 物品の処分に関する事項 備品・貯蔵物・準備品等処分 物品の処分 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 通信・電話回線関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 017 001
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎管理に関する事項 公用携帯電話の機種変更について 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 017 006
施設、庁舎等の管理及び営繕
に関する事項

庁舎、施設等の営繕に関する事
項

消防設備点検報告書 発電総合管理所、緑川発電所 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 002 その他の事項
団体等からの依頼、要望等に関
する事項

ダム水位運用関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 019 その他の事項
広報に関する事項（２４１該当
外）

放流警報用チラシ 発電総合管理所長 2018 ５年      2023 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 管理課関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他の通知・報告 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 研修・講習会関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 電子 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 情報企画課通知 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 行政文書の管理 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 総務事務センター関係 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 企業局通知 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 その他雑件 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 国土交通省八代河川国道事務所関係文書 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 放流月報、漏水状況報告 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 緑川ダム管理所への放流依頼 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 月間停止作業予定表 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 船津ダム管理状況報告等（国交省） 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 作業実施報告書 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 水文資料の報告 工務課へ提出 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 全庁ネットワークに関すること 発電総合管理所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

参考見積徴取 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

建設リサイクル法関係通知 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課
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発電総合管理所長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

入札に係る質問に対する回答 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 139 001
土木工事及び建築工事等の施
行に関する事項

工事の施工及び委託業務の実
施に関する事項

参考見積徴取 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

クレーン性能検査 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

PCB廃棄物関係届出 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

河川法に係る申請 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

船津ダム小型船舶登録・検査 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

平成２９年度九州産業保安監督部立入検査 市房１・２ＰＳ、笠振ＰＳ 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

河川法に係る申請 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

浄化槽設置・廃止届関係 発電総合管理所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 146 013
地方公営企業の事業に係る事
項

関係機関等との協議及び同意
等に関する事項

水文・気象データの伝送に関する協定について 緑川ダム及び船津ダム 発電総合管理所長 2018 １０年    2028 移管 併用 原課

発電総合管理所長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

市房発電所立木伐採 発電総合管理所長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

発電総合管理所長 2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

緑川発電所立木伐採 発電総合管理所長 2018 １年未満  2018 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 007 003 事業の実施に関する事項
工事実施に関する事項（重要な
構造物以外）

工事に関すること 都呂々ダム管理事務所長 2018 １０年    2028 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 010 001
研修会、連絡会議その他の会
議に関する事項

県が主催する研修会、説明会
等に関する事項

都呂々ダム主催会議 運営連絡協議会 都呂々ダム管理事務所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 013 031 組織、人事等に関する事項
非常勤嘱託職員等の任免に関
する事項

非常勤職員の任用について 都呂々ダム管理事務所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 013 032 組織、人事等に関する事項 臨時職員の任免に関する事項 臨時職員（B）雇用関係 都呂々ダム管理事務所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 020 028 その他の事項 通知又は報告に関する事項 都呂々ダム報告書 水文資料他 都呂々ダム管理事務所長 2018 ３年      2021 廃棄 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 146 012
地方公営企業の事業に係る事
項

法令に基づく国及び他の地方公
共団体に対す

許可申請 無線局再免許申請他 都呂々ダム管理事務所長 2018 ３０年    2048 移管 紙 原課

都呂々ダム管理事務所
長

2017 010 147 001 その３　その他
その１又はその2の各項に掲げ
る事項に該当

都呂々ダム一般文書 都呂々ダム管理事務所長 2018 １年未満  2018 廃棄 併用 原課
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