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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

2009年度 航大本校 総務 共通 平成２１年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 共通 平成２２年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 共通 平成２３年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 共通 平成２４年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 共通 平成２５年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度公告簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
1997年度 航大本校 総務 共通 平成１０年起案簿 運輸省航空大学校事務局総務課庶務係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 共通 平成１１年起案簿 運輸省航空大学校事務局総務課庶務係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
1999年度 航大本校 総務 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校事務局総務課庶務係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2000年度 航大本校 総務 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校事務局総務課庶務係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2006年度 航大本校 総務 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2007年度 航大本校 総務 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2008年度 航大本校 総務 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度書留簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度書留簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度書留簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度書留簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 共通 平成１３年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2002年度 航大本校 総務 共通 平成１４年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2003年度 航大本校 総務 共通 平成１５年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2004年度 航大本校 総務 共通 平成１６年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2005年度 航大本校 総務 共通 平成１７年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2006年度 航大本校 総務 共通 平成１８年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2007年度 航大本校 総務 共通 平成１９年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2008年度 航大本校 総務 共通 平成２０年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2009年度 航大本校 総務 共通 平成２１年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2010年度 航大本校 総務 共通 平成２２年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2011年度 航大本校 総務 共通 平成２３年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2012年度 航大本校 総務 共通 平成２４年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2013年度 航大本校 総務 共通 平成２５年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者



2

独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在
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2014年度 航大本校 総務 共通 平成２６年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2015年度 航大本校 総務 共通 平成２７年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2016年度 航大本校 総務 共通 平成２８年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2017年度 航大本校 総務 共通 平成２９年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2018年度 航大本校 総務 共通 平成３０年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2019年度 航大本校 総務 共通 平成３１年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
1975年度 航大本校 総務 文書 宮崎空港における消火救難業務に関する協定 運輸省航空大学校事務局総務課 1976年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
1984年度 航大本校 総務 文書 水道使用に関する協定書 運輸省航空大学校事務局総務課 1985年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
1990年度 航大本校 総務 文書 宮崎空港北側場周道路等の設置に関する覚書 運輸省航空大学校事務局総務課 1991年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律の適用に関する労働条件の取扱に関する暫定協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 労働組合及び団体交渉の保障、労使慣行の尊重等に関する協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 団体交渉の方法及び手続に関する協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 あっせん、調停、仲裁に関する協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 専従休職、組合休暇及び勤務時間中の組合活動に関する協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 労働組合への加入範囲を定める協約 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 賃金の一部控除に関する協定 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 時間外及び休日勤務等に関する協定 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 労働条件の変更手続き等に関する確認書 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
1980年度 航大本校 総務 文書 帯広空港使用に関する協定書 運輸省航空大学校事務局総務課 1981年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2001年度 航大本校 総務 文書 平成１３年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 文書 平成１４年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 文書 平成１５年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 文書 平成１６年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 文書 平成１７年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2006年度 航大本校 総務 文書 平成１８年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2007年度 航大本校 総務 文書 平成１９年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2008年度 航大本校 総務 文書 平成２０年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 文書 平成２１年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 文書 平成２２年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 文書 平成２３年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 文書 平成２４年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 文書 平成２５年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 文書 平成２６年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 文書 平成２７年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 文書 平成２８年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 文書 平成２９年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 文書 平成３０年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 文書 平成３１年度情報公開関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 文書 法人文書ファイル管理簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2003年 4月1日 常用 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 公印 公印制定・改廃 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 公印 平成２８年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 公印 平成２９年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 公印 平成３０年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 庶務 平成２８年度調査・報告 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 庶務 平成２９年度調査・報告 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 庶務 平成３０年度調査・報告 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 庶務 平成３１年度調査・報告 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 式典 平成２８年度式典関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 式典 平成２９年度式典関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 式典 平成３０年度式典関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 式典 平成３１年度式典関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度公用車運行距離計測表 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度公用車運行距離計測表 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度公用車運行距離計測表 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度公用車運行距離計測表 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度電話設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度電話設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度電話設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度電話設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度自家用電気工作物関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度自家用電気工作物関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度自家用電気工作物関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度自家用電気工作物関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度消防設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度消防設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度消防設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度消防設備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度保全業務一覧 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度保全業務一覧 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度保全業務一覧 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度保全業務一覧 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 管理 平成２８年度郵便記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 管理 平成２９年度郵便記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 管理 平成３０年度郵便記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 管理 平成３１年度郵便記録簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 調整 平成２８年度訓練機搭乗申請 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 調整 平成２９年度訓練機搭乗申請 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 調整 平成３０年度訓練機搭乗申請 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 調整 平成３１年度訓練機搭乗申請 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 調整 平成２８年度空の日 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 調整 平成２９年度空の日 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 調整 平成３０年度空の日 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
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未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定

未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2019年度 航大本校 総務 調整 平成３１年度空の日 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 会議 平成２８年度航大会議 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2017年度 航大本校 総務 会議 平成２９年度航大会議 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2018年度 航大本校 総務 会議 平成３０年度航大会議 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2019年度 航大本校 総務 会議 平成３１年度航大会議 独立行政法人航空大学校事務局総務課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課 廃棄
2016年度 航大本校 総務 営繕 平成２８年度施設整備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 営繕 平成２９年度施設整備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 営繕 平成３０年度施設整備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 営繕 平成３１年度施設整備関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課庶務係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 人事 平成２８年度勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 人事 平成２９年度勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 人事 平成３０年度勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 人事 平成３１年度勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 人事 平成２１年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 人事 平成２２年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 人事 平成２３年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 人事 平成２４年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 人事 平成２５年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 人事 平成２６年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 人事 平成２７年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 人事 平成２８年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 人事 平成２９年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 人事 平成３０年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 人事 平成３１年度人事異動計画書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1988年度 航大本校 総務 人事 昭和６３年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1989年 4月1日 30年 2019年 3月31日 紙 倉庫 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1989年度 航大本校 総務 人事 平成元年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1990年度 航大本校 総務 人事 平成２年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1991年度 航大本校 総務 人事 平成３年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1992年度 航大本校 総務 人事 平成４年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1993年度 航大本校 総務 人事 平成５年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1994年度 航大本校 総務 人事 平成６年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1995年度 航大本校 総務 人事 平成７年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1996年度 航大本校 総務 人事 平成８年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1997年度 航大本校 総務 人事 平成９年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 人事 平成１０年度職員採用 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 人事 平成１３年度職員採用 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 人事 平成１４年度職員採用 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 人事 平成１５年度職員採用 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 人事 平成１６年度職員採用 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 人事 平成１７年度職員採用 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 人事 平成２６年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 人事 平成２７年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 人事 平成２８年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 人事 平成２９年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 人事 平成３０年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 人事 平成３１年度退職関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 人事 平成２１年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 人事 平成２２年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 人事 平成２３年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 人事 平成２４年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 人事 平成２５年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 人事 平成２６年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 人事 平成２７年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 人事 平成２８年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 人事 平成２９年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 人事 平成３０年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 人事 平成３１年度叙位・叙勲 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 人事 平成２１年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 人事 平成２２年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 人事 平成２３年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 人事 平成２４年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 人事 平成２５年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 人事 平成２６年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 人事 平成２６年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 人事 平成２７年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 人事 平成２８年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 人事 平成２９年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 人事 平成３０年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 人事 平成３１年度永年勤続表彰 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 職員 平成１０年度分限処分 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 職員 平成２８年度各種証明証明書発行 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 職員 平成２９年度各種証明証明書発行 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 職員 平成３０年度各種証明証明書発行 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 職員 平成３１年度各種証明証明書発行 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 職員 平成２８年度研修関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 職員 平成２９年度研修関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 職員 平成３０年度研修関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 職員 平成３１年度研修関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 職員 平成２８年度職員の委嘱・兼業許可 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 職員 平成２９年度職員の委嘱・兼業許可 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 職員 平成３０年度職員の委嘱・兼業許可 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 職員 平成３１年度職員の委嘱・兼業許可 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
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2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度俸給の決定 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度俸給の決定 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度俸給の決定 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度俸給の決定 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度昇給 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度昇給 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度昇給 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度昇給 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度人事評価 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度諸手当認定簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度諸手当認定簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度諸手当認定簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度諸手当認定簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年基準給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年基準給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年基準給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年基準給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年職員別給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年職員別給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年職員別給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年職員別給与簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度住民税 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度住民税 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度住民税 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度住民税 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年給与所得者異動届書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年給与所得者異動届書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年給与所得者異動届書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年給与所得者異動届書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年給与所得者の保険料等控除所得申請書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年給与所得者の保険料等控除所得申請書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年給与所得者の保険料等控除所得申請書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年給与所得者の保険料等控除所得申請書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年給与支払報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年給与支払報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年給与支払報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年給与支払報告書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 給与 平成２６年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 給与 平成２７年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度給与等管理システム契約関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度期末・勤勉手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度期末・勤勉手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度期末・勤勉手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度期末・勤勉手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度給与等実態調査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度給与等実態調査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度給与等実態調査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度給与等実態調査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 給与 平成２８年度赴任旅費関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度赴任旅費関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度赴任旅費関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度赴任旅費関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 予算 平成２８年度時間外勤務手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 給与 平成２９年度時間外勤務手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 給与 平成３０年度時間外勤務手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 給与 平成３１年度時間外勤務手当 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1988年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1989年 4月1日 30年 2019年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1989年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1990年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1991年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1992年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1993年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1994年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1995年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1996年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1997年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1999年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2000年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2006年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2007年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2008年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
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2010年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 教官 教官選考調書 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1988年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1989年 4月1日 30年 2019年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1989年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1990年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1991年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1992年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1993年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1994年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1995年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1996年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1997年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1999年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2000年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2006年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2007年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2008年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査会資料関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1988年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1989年 4月1日 30年 2019年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1989年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1990年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1991年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1992年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1993年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1994年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1995年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1996年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1997年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1998年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
1999年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2000年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 運輸省航空大学校事務局総務課人事係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2001年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2002年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2003年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2004年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2005年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2006年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2007年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2008年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2009年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2010年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2011年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2012年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2013年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 教官 教官資格審査 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課人事係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 厚生 平成２６年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 厚生 平成２７年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 厚生 平成２８年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 厚生 平成２９年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 厚生 平成３０年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 厚生 平成３１年度労働安全衛生 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 厚生 平成２６年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2015年度 航大本校 総務 厚生 平成２７年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 厚生 平成２８年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2017年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 厚生 平成２９年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2018年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 厚生 平成３０年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2019年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 厚生 平成３１年度宿舎関係 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2020年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2014年度 航大本校 総務 厚生 平成２６年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
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2015年度 航大本校 総務 厚生 平成２７年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 厚生 平成２８年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 厚生 平成２９年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 厚生 平成３０年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 厚生 平成３１年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 厚生 平成２８年度財形貯蓄 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 厚生 平成２９年度財形貯蓄 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 厚生 平成３０年度財形貯蓄 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 厚生 平成３１年度財形貯蓄 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 総務 厚生 平成２８年度国交省団体保険 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2017年度 航大本校 総務 厚生 平成２９年度国交省団体保険 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2018年度 航大本校 総務 厚生 平成３０年度国交省団体保険 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2019年度 航大本校 総務 厚生 平成３１年度国交省団体保険 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局総務課厚生係 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 共通 令和元年出勤簿 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 共通 令和元年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 共通 令和元年休暇簿 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 共通 令和元年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 平成２８年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 共通 平成２９年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 共通 平成３０年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 共通 令和元年度出張計画書・復命書 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2010年度 航大本校 企画 共通 独立行政法人航空大学校安全管理規程の改正 独立行政法人航空大学校企画室 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2010年度 航大本校 企画 共通 独立行政法人航空大学校安全管理規程に基づく安全レポート取扱い要領 独立行政法人航空大学校企画室 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2010年度 航大本校 企画 共通 独立行政法人航空大学校安全管理規程に基づく安全指示等の文書の管理及び保存に関する規則の制定について 独立行政法人航空大学校企画室 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2010年度 航大本校 企画 共通 総合安全推進方針と安全に関する基本方針の制定 独立行政法人航空大学校企画室 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 共通 独立行政法人航空大学校リスク管理規程 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2009年度 航大本校 企画 法規 平成２０事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2010年度 航大本校 企画 法規 平成２１事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 法規 平成２２事業年度及び第２期中期計画業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2012年度 航大本校 企画 法規 平成２３事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2013年度 航大本校 企画 法規 平成２４事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2014年度 航大本校 企画 法規 平成２５事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2015年度 航大本校 企画 法規 平成２６事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 法規 平成２７事業年度及び第３期中期計画業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 法規 平成２８事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 法規 平成２９事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 法規 平成３０事業年度業務実績評価及び業務実績報告書 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2014年度 航大本校 企画 法規 独立行政法人航空大学校平成２６年度計画の届け出 独立行政法人航空大学校企画室 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2015年度 航大本校 企画 法規 独立行政法人航空大学校平成２７年度計画の届け出 独立行政法人航空大学校企画室 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 航空機材等リースに関する合意書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 航空機材使用貸借に関する合意書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 秘密保持に関する合意書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 ﾎｰｶｰ・ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式G58型機の使用に関する内示書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 ﾎｰｶｰ・ﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾄ式G58型機の使用に関する依頼書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 契約解除確認書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 航空大学校訓練機材のリースに関する合意書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2011年度 航大本校 企画 文書 リース契約中途解約に関する覚書 独立行政法人航空大学校企画室 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 文書 訓練の受託等の取組 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 文書 平成２８年度受益者負担金 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 文書 平成２９年度受益者負担金 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 文書 平成３０年度受益者負担金 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 文書 令和元年度受益者負担金 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 文書 私大等技術支援 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2014年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2015年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2017年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2018年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2019年度 航大本校 企画 会議 総合安全推進会議 独立行政法人航空大学校企画室 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校企画室 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
1999年度 航大本校 会計 共通 平成１１年度起案簿 運輸省航空大学校事務局会計課経理係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2000年度 航大本校 会計 共通 平成１２年度起案簿 運輸省航空大学校事務局会計課経理係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 共通 平成１３年度起案簿 国土交通省航空大学校事務局会計課経理係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2002年度 航大本校 会計 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2003年度 航大本校 会計 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2004年度 航大本校 会計 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2005年度 航大本校 会計 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2006年度 航大本校 会計 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2007年度 航大本校 会計 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2008年度 航大本校 会計 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年出勤簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年休暇簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年度出張計画書 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 共通 平成３０年度復命書 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 共通 令和元年度復命書 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 経理 平成２６年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 経理 平成２７年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 経理 平成２８年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 経理 平成２９年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 経理 平成３０年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 経理 令和元年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 契約 平成２８年度入札参加選定審査会 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 契約 平成２９年度入札参加選定審査会 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 契約 平成３０年度入札参加選定審査会 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 契約 令和元年度入札、契約締結に関する文書 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 契約 平成２８年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 契約 平成２９年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 契約 平成３０年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 契約 令和元年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 契約 平成２８年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 契約 平成２９年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課経理係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 契約 平成３０年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 契約 令和元年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課契約係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 収入 平成２８年度運営費交付金申請書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 収入 平成２９年度運営費交付金申請書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 収入 平成３０年度運営費交付金申請書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 収入 令和元年度運営費交付金申請書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 収入 平成２８年度納入通知書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 収入 平成２９年度納入通知書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 収入 平成３０年度納入通知書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 収入 令和元年度納入通知書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２１年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２２年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２３年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２４年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２５年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２６年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２７年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２８年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２９年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成３０年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 簿記帳簿 令和元年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２１年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２２年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２３年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２４年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２５年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
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2014年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２６年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２７年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２８年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２９年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成３０年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 簿記帳簿 令和元年度仕訳帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成３０年度現金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 簿記帳簿 令和元年度現金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２１年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２２年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２３年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２４年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２５年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２６年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２７年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２８年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成２９年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 簿記帳簿 平成３０年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 簿記帳簿 令和元年度預金出納帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度貸借対照表 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度損益計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度キャッシュフロー計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度損失の処理及び利益の処分に関する書類 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
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2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度行政サービス実施コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度行政コスト計算書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度附属明細書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度事業報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度決算報告書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 決算 平成２１年度財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 決算 平成２２年度財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 決算 平成２３年度財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 決算 平成２４年度財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 決算 平成２５年度財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 決算 平成２６年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 決算 平成２７年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 決算 平成２８年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 決算 平成２９年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 決算 平成３０年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 決算 令和元年度財務諸表及び決算報告書に関する監査報告 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 国税 税務署あての申請書、届出書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2002年 4月1日 無期限（要件喪失後1年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 取引銀行 覚書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2002年 4月1日 無期限（要件喪失後1年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 取引銀行 ＦＢサービス申込書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2002年 4月1日 無期限（要件喪失後1年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 監査 平成２１年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 監査 平成２２年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 監査 平成２３年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 監査 平成２４年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 監査 平成２５年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 監査 平成２６年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 監査 平成２７年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 監査 平成２８年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 監査 平成２９年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 監査 平成３０年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 監査 令和元年度金庫検査書 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課出納係 廃棄
1989年度 航大本校 会計 財産 平成元年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1990年度 航大本校 会計 財産 平成２年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1991年度 航大本校 会計 財産 平成３年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1992年度 航大本校 会計 財産 平成４年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1993年度 航大本校 会計 財産 平成５年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1994年度 航大本校 会計 財産 平成６年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1995年度 航大本校 会計 財産 平成７年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1996年度 航大本校 会計 財産 平成８年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1997年度 航大本校 会計 財産 平成９年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1998年度 航大本校 会計 財産 平成１０年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1999年度 航大本校 会計 財産 平成１１年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2000年度 航大本校 会計 財産 平成１２年度国有財産取得・処分 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1989年度 航大本校 会計 財産 平成元年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1990年 4月1日 30年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1990年度 航大本校 会計 財産 平成２年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1991年 4月1日 30年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1991年度 航大本校 会計 財産 平成３年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1992年 4月1日 30年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1992年度 航大本校 会計 財産 平成４年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1993年 4月1日 30年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1993年度 航大本校 会計 財産 平成５年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1994年 4月1日 30年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1994年度 航大本校 会計 財産 平成６年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1995年 4月1日 30年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1995年度 航大本校 会計 財産 平成７年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1996年 4月1日 30年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1996年度 航大本校 会計 財産 平成８年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1997年 4月1日 30年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1997年度 航大本校 会計 財産 平成９年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1998年度 航大本校 会計 財産 平成１０年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
1999年度 航大本校 会計 財産 平成１１年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄

未定
未定
未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2000年度 航大本校 会計 財産 平成１２年度国有財産の使用または収益の許可 運輸省航空大学校事務局会計課管財調達係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 財産 平成１３年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2002年度 航大本校 会計 財産 平成１４年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2003年度 航大本校 会計 財産 平成１５年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2004年度 航大本校 会計 財産 平成１６年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2005年度 航大本校 会計 財産 平成１７年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2006年度 航大本校 会計 財産 平成１８年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2007年度 航大本校 会計 財産 平成１９年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2008年度 航大本校 会計 財産 平成２０年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 財産 平成２１年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 財産 平成２２年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 財産 平成２３年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 財産 平成２４年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 財産 平成２５年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 財産 平成２６年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 財産 平成２７年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 財産 平成２８年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 財産 平成２９年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 財産 平成３０年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 財産 令和元年度固定資産台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2001年度 航大本校 会計 財産 平成１３年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2002年度 航大本校 会計 財産 平成１４年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2003年度 航大本校 会計 財産 平成１５年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2004年度 航大本校 会計 財産 平成１６年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2005年度 航大本校 会計 財産 平成１７年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2006年度 航大本校 会計 財産 平成１８年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2007年度 航大本校 会計 財産 平成１９年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2008年度 航大本校 会計 財産 平成２０年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 財産 平成２１年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 財産 平成２２年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 財産 平成２３年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 財産 平成２４年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 財産 平成２５年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 財産 平成２６年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 財産 平成２７年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 財産 平成２８年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 財産 平成２９年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 財産 平成３０年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 財産 令和元年度資産貸付関係 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 物品 平成２６年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 物品 平成２７年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 物品 平成２８年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 物品 平成２９年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 物品 平成３０年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 物品 令和元年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 物品 平成２１年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 物品 平成２２年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 物品 平成２３年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 物品 平成２４年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 物品 平成２５年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 物品 平成２６年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 物品 平成２７年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 物品 平成２８年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 物品 平成２９年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 物品 平成３０年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 物品 令和元年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2009年度 航大本校 会計 物品 平成２１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2010年度 航大本校 会計 物品 平成２２年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2011年度 航大本校 会計 物品 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2012年度 航大本校 会計 物品 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2013年度 航大本校 会計 物品 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2014年度 航大本校 会計 物品 平成２６年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2015年度 航大本校 会計 物品 平成２７年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2016年度 航大本校 会計 物品 平成２８年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2017年度 航大本校 会計 物品 平成２９年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財調達係 廃棄
2018年度 航大本校 会計 物品 平成３０年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2019年度 航大本校 会計 物品 令和元年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校事務局会計課管財係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2002年度 航大本校 教務 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2003年度 航大本校 教務 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2004年度 航大本校 教務 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2005年度 航大本校 教務 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2006年度 航大本校 教務 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2007年度 航大本校 教務 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2008年度 航大本校 教務 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2009年度 航大本校 教務 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2010年度 航大本校 教務 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2011年度 航大本校 教務 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2012年度 航大本校 教務 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2013年度 航大本校 教務 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
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2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 共通 平成２６年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 共通 平成２７年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年度書留受払簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 共通 平成３１年度出張計画書 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校規則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校教授会規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校教授会規程運用細則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校学術刊行物編集委員会規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 学術刊行物編集基準 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校研究報告投稿規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学試験委員会規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学試験委員会規程運用細則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学出願書類審査実施要領 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学第一次試験問題出願等実施要領 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学志願者身体検査処理規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学第３次試験における面接試験実施要領 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校入学試験合格者判定基準及び入学を許可する者の選考基準 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 航空従事者技能証明及び計器飛行証明の学科試験合格及び無線従事者の資格習得の期限等に関する規則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校授業料等徴収規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 航空大学校学科成績評価等に関する規則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校防火等管理規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 学寮委員会規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 学生心得 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 学生寮寮則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 寮務委員会規則 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校学生懲戒処分規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校学生懲戒処分審査委員会規程 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2006年度 航大本校 教務 法規 修了証明書交付規則 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2006年度 航大本校 教務 法規 独立行政法人航空大学校学生相談に関する規程 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2006年度 航大本校 教務 法規 補備訓練費用徴収規程 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 講師謝金等支給基準 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 法規 プール使用心得 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1980年度 航大本校 教務 学生 昭和５４年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1981年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1981年度 航大本校 教務 学生 昭和５５年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1982年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1982年度 航大本校 教務 学生 昭和５６年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1983年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1983年度 航大本校 教務 学生 昭和５７年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1984年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1984年度 航大本校 教務 学生 昭和５８年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1985年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1985年度 航大本校 教務 学生 昭和５９年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1986年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1986年度 航大本校 教務 学生 昭和６０年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1987年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1987年度 航大本校 教務 学生 昭和６１年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1988年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1988年度 航大本校 教務 学生 昭和６２年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1989年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1989年度 航大本校 教務 学生 昭和６３年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1990年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1990年度 航大本校 教務 学生 平成元年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1991年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1991年度 航大本校 教務 学生 平成２年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1992年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1992年度 航大本校 教務 学生 平成３年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1993年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1993年度 航大本校 教務 学生 平成４年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1994年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1994年度 航大本校 教務 学生 平成５年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1995年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1995年度 航大本校 教務 学生 平成６年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1996年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1996年度 航大本校 教務 学生 平成７年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1997年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1997年度 航大本校 教務 学生 平成８年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1998年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1998年度 航大本校 教務 学生 平成９年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 1999年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
1999年度 航大本校 教務 学生 平成１０年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 2000年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2000年度 航大本校 教務 学生 平成１１年度学籍簿 運輸省航空大学校教務課教務係 2001年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2001年度 航大本校 教務 学生 平成１２年度学籍簿 運輸省航空大学校事務局総務課教務係 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2002年度 航大本校 教務 学生 平成１３年度学籍簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2003年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2003年度 航大本校 教務 学生 平成１４年度学籍簿 独立行政法人航空大学校事務局総務課教務係 2004年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2004年度 航大本校 教務 学生 平成１５年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2005年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2005年度 航大本校 教務 学生 平成１６年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2006年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定

未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定

未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2006年度 航大本校 教務 学生 平成１７年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2007年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2007年度 航大本校 教務 学生 平成１８年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2008年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2008年度 航大本校 教務 学生 平成１９年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2009年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2009年度 航大本校 教務 学生 平成２０年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2010年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2010年度 航大本校 教務 学生 平成２１年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2011年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2011年度 航大本校 教務 学生 平成２２年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2012年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2012年度 航大本校 教務 学生 平成２３年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2013年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2013年度 航大本校 教務 学生 平成２４年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2014年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 学生 平成２５年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 学生 平成２６年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２７年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度学籍簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2009年度 航大本校 教務 学生 平成２１年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2010年度 航大本校 教務 学生 平成２２年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2011年度 航大本校 教務 学生 平成２３年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2012年度 航大本校 教務 学生 平成２４年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2013年度 航大本校 教務 学生 平成２５年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 学生 平成２６年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 学生 平成２７年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度退学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2009年度 航大本校 教務 学生 平成２１年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2010年度 航大本校 教務 学生 平成２２年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2011年度 航大本校 教務 学生 平成２３年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2012年度 航大本校 教務 学生 平成２４年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2013年度 航大本校 教務 学生 平成２５年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 学生 平成２６年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 学生 平成２７年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度懲戒 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 学生 平成２６年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 学生 平成２７年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度休学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 学生 平成２６年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 学生 平成２７年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度復学 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度身上調書及び誓約書 学生 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度身上調書及び誓約書 学生 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度身上調書及び誓約書 学生 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度身上調書及び誓約書 学生 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度奨学生推薦 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度奨学生推薦 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度奨学生推薦 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度奨学生推薦 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度傷害保険加入申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2019年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度傷害保険加入申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2019年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度傷害保険加入申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度飛行許可申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度飛行許可申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度飛行許可申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度飛行許可申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度外泊届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度外泊届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度外泊届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度外泊届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 学生 平成２８年度欠席届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 学生 平成２９年度欠席届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 学生 平成３０年度欠席届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 学生 平成３１年度欠席届 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2014年度 航大本校 教務 入学試験 平成２７年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2015年度 航大本校 教務 入学試験 平成２８年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 入学試験 平成２９年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 入学試験 平成３０年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 入学試験 平成３１年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 入学試験 令和　２年度入学試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 入学試験 平成２８年度入試委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 入学試験 平成２９年度入試委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄

未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定
未定



13

独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2018年度 航大本校 教務 入学試験 平成３０年度入試委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 入学試験 平成３１年度入試委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度各種委員会委員任命 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度各種委員会委員任命 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度各種委員会委員任命 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度各種委員会委員任命 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度航空従事者学科試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度航空従事者学科試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度航空従事者学科試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度航空従事者学科試験 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度講師依頼 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度講師依頼 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度講師依頼 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度講師依頼 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度教授会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度教授会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度教授会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度教授会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度学寮委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度学寮委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度学寮委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度学寮委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2016年度 航大本校 教務 教育 平成２８年度学術刊行物編集委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2017年度 航大本校 教務 教育 平成２９年度学術刊行物編集委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2018年度 航大本校 教務 教育 平成３０年度学術刊行物編集委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2019年度 航大本校 教務 教育 平成３１年度学術刊行物編集委員会議事要旨 独立行政法人航空大学校教務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校教務課教務係 廃棄
2002年度 航大本校 実科 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2003年度 航大本校 実科 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2004年度 航大本校 実科 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2005年度 航大本校 実科 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2006年度 航大本校 実科 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2007年度 航大本校 実科 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2008年度 航大本校 実科 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2009年度 航大本校 実科 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2010年度 航大本校 実科 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2011年度 航大本校 実科 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2012年度 航大本校 実科 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2013年度 航大本校 実科 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年度起案簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年出勤簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年休暇簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 共通 令和元年度出張計画書 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2009年度 航大本校 実科 共通 平成２１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2010年度 航大本校 実科 共通 平成２２年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2011年度 航大本校 実科 共通 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2012年度 航大本校 実科 共通 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2013年度 航大本校 実科 共通 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 共通 平成２６年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 共通 平成２７年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
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法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2016年度 航大本校 実科 共通 平成２８年度予算表 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 共通 平成２９年度予算表 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 共通 平成３０年度予算表 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 一般 平成２８年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 一般 平成２９年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 一般 平成３０年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 一般 令和元年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 一般 平成２６年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 一般 平成２７年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 一般 平成２８年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 一般 平成２９年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 一般 平成３０年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 一般 令和元年度航空日誌 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 一般 平成２６年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 一般 平成２７年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 一般 平成２８年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 一般 平成２９年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 一般 平成３０年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2001年度 航大本校 実科 一般 運航規程 独立行政法人航空大学校実科教官 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2001年度 航大本校 実科 一般 教育規程 独立行政法人航空大学校実科教官 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2001年度 航大本校 実科 一般 学生訓練実施要領 独立行政法人航空大学校実科教官 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 実科 一般 平成２６年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 実科 一般 平成２７年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 実科 一般 平成２８年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 実科 一般 平成２９年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 実科 一般 平成３０年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 実科 一般 令和元年度研修報告書 独立行政法人航空大学校実科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校実科教官室 廃棄
2001年度 航大本校 学科 共通 平成１３年度起案簿 運輸省航空大学校学科教官 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2002年度 航大本校 学科 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2003年度 航大本校 学科 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2004年度 航大本校 学科 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2005年度 航大本校 学科 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2006年度 航大本校 学科 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2007年度 航大本校 学科 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2008年度 航大本校 学科 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2009年度 航大本校 学科 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2010年度 航大本校 学科 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2011年度 航大本校 学科 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2012年度 航大本校 学科 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2013年度 航大本校 学科 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 学科 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 学科 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2016年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度起案簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 学科 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 学科 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄

　 2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度出勤簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 学科 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 学科 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元度年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄

　 2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度年休暇簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度出張計画書 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2014年度 航大本校 学科 共通 平成２６年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2015年度 航大本校 学科 共通 平成２７年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度契約 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2001年度 航大本校 学科 一般 学科教育シラバス 独立行政法人航空大学校学科教官 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2016年度 航大本校 学科 共通 平成２８年度教官研究報告 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2017年度 航大本校 学科 共通 平成２９年度教官研究報告 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2018年度 航大本校 学科 共通 平成３０年度教官研究報告 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2019年度 航大本校 学科 共通 令和元年度教官研究報告 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校学科教官室 廃棄
2000年度 航大本校 運用 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校運用課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄

未定
未定
未定

未定
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法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2001年度 航大本校 運用 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2002年度 航大本校 運用 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2003年度 航大本校 運用 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2004年度 航大本校 運用 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2005年度 航大本校 運用 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2006年度 航大本校 運用 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2007年度 航大本校 運用 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2008年度 航大本校 運用 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年度（令和元年度）起案簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年（令和元年）出勤簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年（令和元年）超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年（令和元年）休暇簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年度（令和元年度）旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 共通 平成３１年度（令和元年度）出張計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 独立行政法人航空大学校運用業務処理規程 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 独立行政法人航空大学校運用業務実施要領 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 独立行政法人航空大学校運航管理通信施設業務実施要領 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 宮崎空港およびその周辺における航空大学校所属機の訓練飛行実施要領 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 独立行政法人航空大学校航空事故処理規程 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2001年度 航大本校 運用 共通 独立行政法人航空大学校航空事故等報告基準 独立行政法人航空大学校運用課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2002年度 航大本校 運用 共通 鹿屋管制区における航空大学校所属機の訓練飛行の実施に関する申し合わせ 独立行政法人航空大学校運用課 2003年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度飛行計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）飛行計画書 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航記録簿 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航記録簿 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運航管理月報 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運航管理月報 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航管理月報 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航管理月報 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運航管理月報（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運航管理月報（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航管理月報（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航管理月報（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運航管理月報（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運航管理月報（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航管理月報（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航管理月報（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運用業務日誌 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運用業務日誌（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運用業務日誌（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運用業務日誌（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運用業務日誌（帯広） 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運用業務日誌（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運用業務日誌（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運用業務日誌（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運用業務日誌（仙台） 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運航情報 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運航情報 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航情報 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航情報 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度鳥衝突報告書 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄

未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度鳥衝突報告書 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度鳥衝突報告書 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）鳥衝突報告書 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度航空大学校所属機の空港利用に関する調整事項 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度航空大学校所属機の空港利用に関する調整事項 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度航空大学校所属機の空港利用に関する調整事項 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）航空大学校所属機の空港利用に関する調整事項 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 平成２１年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 平成２２年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 運航 平成２３年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 運航 平成２４年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 運航 平成２５年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 運航 平成２６年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 運航 平成２７年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）対空通信・取扱機数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 平成２１年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 平成２２年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 運航 平成２３年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 運航 平成２４年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 運航 平成２５年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 運航 平成２６年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 運航 平成２７年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）着陸回数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 平成２１年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 平成２２年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 運航 平成２３年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 運航 平成２４年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 運航 平成２５年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 運航 平成２６年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 運航 平成２７年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）空港別使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 平成２１年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 平成２２年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 運航 平成２３年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 運航 平成２４年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 運航 平成２５年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 運航 平成２６年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 運航 平成２７年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）運航調整数統計 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 平成２１年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 平成２２年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2011年度 航大本校 運用 運航 平成２３年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2012年度 航大本校 運用 運航 平成２４年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2013年度 航大本校 運用 運航 平成２５年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2014年度 航大本校 運用 運航 平成２６年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2015年度 航大本校 運用 運航 平成２７年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 運航 平成２８年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 運航 平成２９年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 運航 平成３０年度ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 運航 平成３１年度（令和元年度）ローカルエリア使用状況 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2009年度 航大本校 運用 運航 航空大学校宮崎本校ＪＡ4165航空事故処理報告書 運輸省航空大学校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 整備資料室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2010年度 航大本校 運用 運航 航空大学校宮崎本校ＪＡ4166航空事故処理報告書 運輸省航空大学校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 整備資料室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2016年度 航大本校 運用 施設 平成２８年度無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2017年度 航大本校 運用 施設 平成２９年度無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2018年度 航大本校 運用 施設 平成３０年度無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
2019年度 航大本校 運用 施設 平成３１年度（令和元年度）無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 運用室 独立行政法人航空大学校運用課 廃棄
1998年度 航大本校 整備 共通 平成１１年起案簿 運輸省航空大学校整備課 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
1999年度 航大本校 整備 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校整備課 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2000年度 航大本校 整備 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校整備課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2000年度 航大本校 整備 共通 平成１３年起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2001年度 航大本校 整備 共通 平成１４年起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2002年度 航大本校 整備 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2003年度 航大本校 整備 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2004年度 航大本校 整備 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2005年度 航大本校 整備 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2006年度 航大本校 整備 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2007年度 航大本校 整備 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2008年度 航大本校 整備 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2009年度 航大本校 整備 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2010年度 航大本校 整備 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2011年度 航大本校 整備 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
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2012年度 航大本校 整備 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2013年度 航大本校 整備 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2014年度 航大本校 整備 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年度起案簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年出勤簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 共通 平成２８年度職員研修 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度職員研修 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年度職員研修 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年度職員研修 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年度出張計画書 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 共通 平成２８年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 共通 平成２９年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 共通 平成３０年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 共通 令和元年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2001年度 航大本校 整備 機体 Ａ３６整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2010年度 航大本校 整備 機体 Ｇ５８整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2011年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 機体 ＳＲ２２整備要項 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 機体 平成２７年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 機体 平成２８年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 機体 平成２９年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 機体 平成３０年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 機体 令和元年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 機体 平成２９年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 機体 平成３０年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 機体 令和元年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2013年度 航大本校 整備 機体 平成２５年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2014年 4月1日 7年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2014年度 航大本校 整備 機体 平成２６年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2015年 4月1日 7年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 機体 平成２７年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 7年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 機体 平成２８年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 7年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 機体 平成２９年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 7年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 機体 平成３０年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 7年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 機体 令和元年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 7年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2013年度 航大本校 整備 機体 平成２５年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2014年 4月1日 7年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2014年度 航大本校 整備 機体 平成２６年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2015年 4月1日 7年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 機体 平成２７年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 7年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 機体 平成２８年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 7年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 機体 平成２９年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 7年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 機体 平成３０年度燃料契約(航空機燃料及び潤滑油配置表・購入仕様書) 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 7年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 機体 令和元年度燃料契約（航空機燃料・購入仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 7年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2001年度 航大本校 整備 機体 整備管理規定 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2001年度 航大本校 整備 機体 整備業務規程 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2010年度 航大本校 整備 無線 Ｇ５８模擬飛行装置整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2011年 4月1日 無期限（装置保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 無線 フラスカ式SR22型飛行訓練装置整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 無期限（装置保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 無線 平成２７年度模擬飛行装置保守(仕様書・支給材料交付調書） 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 無線 平成２８年度模擬飛行装置保守(仕様書・支給材料交付調書） 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 無線 平成２９年度模擬飛行装置保守(仕様書・支給材料交付調書） 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 無線 平成３０年度模擬飛行装置保守(仕様書・支給材料交付調書） 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 無線 令和元年度G58型飛行訓練装置保守（仕様書・支給材料交付調書） 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 無線 令和元年度フラスカ式SR22型飛行訓練装置保守（仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 無線 Ｇ５８模擬飛行装置認定申請関係 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 無期限（装置保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 無線 フラスカ式SR22型飛行訓練装置認定関係 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 無期限（装置保持中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2015年度 航大本校 整備 無線 平成２７年度航空機局電波利用料 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 無線 平成２８年度航空機局電波利用料 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2017年度 航大本校 整備 無線 平成２９年度航空機局電波利用料 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2018年度 航大本校 整備 無線 平成３０年度航空機局電波利用料 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2019年度 航大本校 整備 無線 令和元年度航空機局電波利用料 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大本校 整備 無線 包括委任状の届出 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体運航中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2002年度 航大本校 整備 無線 無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校整備課 2003年 4月1日 無期限（機体運航中） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年受付件名簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄

未定

未定
未定

未定
未定
未定

未定
未定

未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2011年度 航大仙台 総務 共通 平成２３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 共通 平成２４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 共通 平成２５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年度書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年度旅行計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年度旅行計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年度旅行計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年度旅行計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 共通 平成２３年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 共通 平成２４年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 共通 平成２５年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 共通 平成２６年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 共通 平成２７年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 共通 平成２８年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 共通 平成２９年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 共通 平成３０年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 共通 平成３１年度規程等の制定・改正等 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 文書 仙台空港における消火救難隊の活動に関する協定 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2013年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2007年度 航大仙台 総務 文書 防護システム用センサー等の設置に係る覚書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2008年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 文書 エプロン照明灯等の設置等に係る覚書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2016年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大仙台 総務 文書 確認書（航空大学校エプロンの運用上の管理） 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2002年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 公印 平成２８年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 公印 平成２９年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 公印 平成３０年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 庶務 平成２８年度調査・報告 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 庶務 平成２９年度調査・報告 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 庶務 平成３０年度調査・報告 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 庶務 平成３１年度調査・報告 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 式典 平成２８年度卒業式 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 式典 平成２９年度卒業式 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 式典 平成３０年度卒業式 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 式典 平成３１年度卒業式 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 管理 平成２８年度電気設備関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 管理 平成２９年度電気設備関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 管理 平成３０年度電気設備関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 管理 平成３１年度電気設備関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 管理 平成２８年度消防設備等関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 管理 平成２９年度消防設備等関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 管理 平成３０年度消防設備等関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 管理 平成３１年度消防設備等関連 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 管理 平成２８年度郵便切手受払簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 管理 平成２９年度郵便切手受払簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 管理 平成３０年度郵便切手受払簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 管理 平成３１年度郵便切手受払簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 調整 平成２８年度訓練機搭乗申請関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 調整 平成２９年度訓練機搭乗申請関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 調整 平成３０年度訓練機搭乗申請関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 調整 平成３１年度訓練機搭乗申請関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 調整 平成２８年度空の日 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 調整 平成２９年度空の日 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 調整 平成３０年度空の日 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄

未定
未定
未定
未定
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法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2019年度 航大仙台 総務 調整 平成３１年度空の日 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 調整 平成２８年度施設見学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 調整 平成２９年度施設見学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 調整 平成３０年度施設見学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 調整 平成３１年度施設見学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 会議 平成２８年度航大仙会議 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 会議 平成２９年度航大仙会議 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 会議 平成３０年度航大仙会議 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 会議 平成３１年度航大仙会議 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 許可申請 平成３０年度庁舎目的外使用 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 許可申請 平成３１年度庁舎目的外使用 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 許可申請 平成３０年度火気使用 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 許可申請 平成３１年度火気使用 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 営繕 平成３０年度空港整備事業要望事項 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２６年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２７年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２８年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２９年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 空港事務 平成３０年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 空港事務 平成３１年度仙台空港保安委員会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２６年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２７年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２８年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 空港事務 平成２９年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 空港事務 平成３０年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 空港事務 平成３１年度各種協議会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 人事 平成２６年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 人事 平成２７年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 人事 平成２８年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 人事 平成２９年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 人事 平成３０年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 人事 平成３１年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年度契約職員 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 給与 平成２９年度契約職員 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 給与 平成３０年度契約職員 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 給与 平成３１年度契約職員 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年度給与・諸手当・勤務時間関連調査・報告 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年度昇給・昇格 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年基準給与簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 給与 平成２９年基準給与簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 給与 平成３０年基準給与簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 給与 平成３１年基準給与簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年度年末調整 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 給与 平成２９年度年末調整 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 給与 平成３０年度年末調整 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 給与 平成３１年度年末調整 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 給与 平成２８年度源泉徴収票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 給与 平成２９年度源泉徴収票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 給与 平成３０年度源泉徴収票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 給与 平成３１年度源泉徴収票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 厚生 平成２８年度住宅事情調査 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 厚生 平成２９年度住宅事情調査 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 厚生 平成３０年度住宅事情調査 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 厚生 平成３１年度住宅事情調査 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 電子 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 厚生 平成２８年度人間ドック関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 厚生 平成２９年度人間ドック関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 厚生 平成２８年度定期健康診断 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 厚生 平成２８年度財形貯蓄関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 厚生 平成２９年度財形貯蓄関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 学生 平成２３年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 学生 平成２４年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 学生 平成２５年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課教務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 学生 平成２６年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 学生 平成２７年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度退学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 学生 平成２６年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 学生 平成２７年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度休学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 学生 平成２６年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 学生 平成２７年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度復学 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度操縦練習飛行等許可申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度操縦練習飛行等許可申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度操縦練習飛行等許可申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度操縦練習飛行等許可申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
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法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度証明書発行簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度外泊届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度外泊届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度外泊届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度外泊届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 学生 平成２８年度欠席届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 学生 平成２９年度欠席届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 学生 平成３０年度欠席届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 学生 平成３１年度欠席届 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 教育 平成２８年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 教育 平成２９年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 教育 平成３０年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 教育 平成３１年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 教育 平成２８年度学生航空従事者資格関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 教育 平成２９年度学生航空従事者資格関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 教育 平成３０年度学生航空従事者資格関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 教育 平成３１年度学生航空従事者資格関係 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 教育 平成２８年度教授会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 教育 平成２９年度教授会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 教育 平成３０年度教授会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 教育 平成３１年度教授会 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 教育 平成２８年度無料職業紹介事業 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 教育 平成２９年度無料職業紹介事業 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 教育 平成３０年度無料職業紹介事業 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 教育 平成３１年度無料職業紹介事業 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課学生支 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 経理 平成２６年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 経理 平成２７年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 経理 平成２８年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 経理 平成２９年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 経理 平成３０年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 経理 平成３１年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 契約 平成２８年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 契約 平成２９年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 契約 平成３０年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 契約 平成３１年度官公需契約実績 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 契約 平成２８年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 契約 平成２９年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 契約 平成３０年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 契約 平成３１年度契約書留簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 管財 平成２３年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 管財 平成２４年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 管財 平成２５年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 管財 平成２６年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 管財 平成２７年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 管財 平成２８年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 管財 平成２９年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 管財 平成３０年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 管財 平成３１年度資産明細台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 物品 平成２３年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 物品 平成２４年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 物品 平成２５年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 物品 平成２６年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 物品 平成２７年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 物品 平成２８年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 物品 平成２９年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 物品 平成３０年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 物品 平成３１年度少額備品台帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 物品 平成２３年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 物品 平成２４年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大仙台 総務 物品 平成２５年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 物品 平成２６年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 物品 平成２７年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 物品 平成２８年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 物品 平成２９年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 物品 平成３０年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 物品 平成３１年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 物品 平成２６年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 物品 平成２７年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 物品 平成２８年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 物品 平成２９年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 物品 平成３０年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 物品 平成３１年度物品受領・返納等命令書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大仙台 総務 物品 平成２６年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大仙台 総務 物品 平成２７年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大仙台 総務 物品 平成２８年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大仙台 総務 物品 平成２９年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大仙台 総務 物品 平成３０年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大仙台 総務 物品 平成３１年度備品等取得通知書 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２３年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２４年度総勘定元帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２３年度現金出納帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
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2012年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２４年度現金出納帳 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２３年度振替伝票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 簿記帳簿 平成２４年度振替伝票 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 総務 決算 平成２３年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大仙台 総務 決算 平成２４年度合計残高試算表 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校仙台分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 共通 平成２３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 共通 平成２４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 共通 平成２５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 共通 平成２６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 共通 平成２７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度出張計画書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 共通 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 共通 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 共通 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 共通 平成２６年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 共通 平成２７年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 共通 平成２８年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 共通 平成２９年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 共通 平成３０年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 共通 平成３１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2010年度 航大仙台 整備 機体 Ｇ５８整備要綱 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2011年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2010年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８０１） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2011年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８０６） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８０７） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８０８） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８０９） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８１０） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８１１） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８１２） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ５８１３） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ１４ＤＢ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ１５ＤＣ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ１６ＤＥ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空日誌（ＪＡ１７ＤＦ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2010年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８０１） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2011年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８０６） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８０７） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８０８） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８０９） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８１０） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８１１） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８１２） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ５８１３） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ１４ＤＢ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
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2018年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ１５ＤＣ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ１６ＤＥ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 搭載用航空（無線業務）日誌（ＪＡ１７ＤＦ） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1037578） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 01L
2014年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1031068） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 01R
2014年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1036009） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 06L
2014年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1032969） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 06R
2014年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1011657） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 07L
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1011971） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 07R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1032157） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 08L
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1033831） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 08R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1031636） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 09L
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1033784） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 09R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035178） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 10L
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1037428） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 10R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1031302） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 11L
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1032467） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 11R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1034981） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 12L
2016年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ  1033596) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 12R
2016年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035117） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 13L
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1038063） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 13R
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035691） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 14L
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035692） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 14R
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035822） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 15L
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035823） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 15R
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035975） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 16L
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1035978） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 16R
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1036007） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 17L
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用発動機航空日誌（Ｇ５８エンジン・Ｓ／Ｎ　1036010） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 17R
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6346B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED5696B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED5305B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED5261B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6500B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6502B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2011年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED5697B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2012年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6373B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED4195B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED5304B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6107B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6525B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6375B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6300B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6444B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6289B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6365B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　ED6301B) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180222) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180237) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180246) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180348) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180238) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180637) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180352) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 地上備え付け用プロペラ航空日誌（Ｇ５８プロペラ・Ｓ／Ｎ　180763) 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度官給材料交付調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度官給材料交付調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度官給材料交付調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度官給材料交付調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 機体 平成２６年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 平成２７年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度燃料品質管理検査 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2014年度 航大仙台 整備 機体 平成２６年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2015年度 航大仙台 整備 機体 平成２７年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空機運航整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空機運航整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空機運航整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空機運航整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空機定時整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空機定時整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空機定時整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空機定時整備 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度耐空証明検査受検計画 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度耐空証明検査受検計画 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度耐空証明検査受検計画 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度耐空証明検査受検計画 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
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保存
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管理者

2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度物品払い出し 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度物品払い出し 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度物品払い出し 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度物品払い出し 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 機体 平成２４年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 7年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 機体 平成２５年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 7年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2012年度 航大仙台 整備 機体 平成２４年度航空機燃料給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2013年 4月1日 7年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2013年度 航大仙台 整備 機体 平成２５年度航空機燃料給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2014年 4月1日 7年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空機潤滑油給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空機潤滑油給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空機潤滑油給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空機潤滑油給油表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度月間整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度月間整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度月間整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度月間整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年週間飛行及び整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年週間飛行及び整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年週間飛行及び整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年週間飛行及び整備計画表 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度航空機保守作業実績 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度航空機保守作業実績 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度航空機保守作業実績 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度航空機保守作業実績 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2009年度 航大仙台 整備 機体 G58型模擬飛行装置整備要綱 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2010年 4月1日 無期限（機器運用中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2016年度 航大仙台 整備 機体 平成２８年度飛行訓練装置保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2017年度 航大仙台 整備 機体 平成２９年度飛行訓練装置保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2018年度 航大仙台 整備 機体 平成３０年度飛行訓練装置保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2019年度 航大仙台 整備 機体 平成３１年度飛行訓練装置保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄
2002年度 航大仙台 整備 機体 無線局事項書（各機） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2003年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 最新版のみ保存

1998～2001年度 航大仙台 整備 機体 無線検査簿（各機） 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 1999年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 最新版のみ保存

2002年度 航大仙台 整備 無線 無線従事者選解任届 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2003年 4月1日 無期限（機体保持中） 紙 整備課 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 廃棄 最新版のみ保存

2000年度 航大仙台 運用 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校仙台分校運用課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2001年度 航大仙台 運用 共通 平成１３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2002年度 航大仙台 運用 共通 平成１４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2003年度 航大仙台 運用 共通 平成１５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2004年度 航大仙台 運用 共通 平成１６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2005年度 航大仙台 運用 共通 平成１７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2006年度 航大仙台 運用 共通 平成１８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2007年度 航大仙台 運用 共通 平成１９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2008年度 航大仙台 運用 共通 平成２０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2009年度 航大仙台 運用 共通 平成２１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2010年度 航大仙台 運用 共通 平成２２年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2011年度 航大仙台 運用 共通 平成２３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2012年度 航大仙台 運用 共通 平成２４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2013年度 航大仙台 運用 共通 平成２５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2014年度 航大仙台 運用 共通 平成２６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2015年度 航大仙台 運用 共通 平成２７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2014年度 航大仙台 運用 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2015年度 航大仙台 運用 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2014年度 航大仙台 運用 共通 平成２６年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2015年度 航大仙台 運用 共通 平成２７年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2009年度 航大仙台 運用 共通 平成２１年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2010年度 航大仙台 運用 共通 平成２２年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2011年度 航大仙台 運用 共通 平成２３年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄



24

独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2012年度 航大仙台 運用 共通 平成２４年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2013年度 航大仙台 運用 共通 平成２５年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2014年度 航大仙台 運用 共通 平成２６年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2015年度 航大仙台 運用 共通 平成２７年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 共通 平成２８年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 共通 平成２９年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 共通 平成３０年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 共通 平成３１年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 施設 平成２８年度電波法に基づく申請等及び承認 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 施設 平成２９年度電波法に基づく申請等及び承認 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 施設 平成３０年度電波法に基づく申請等及び承認 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 施設 平成３１年度電波法に基づく申請等及び承認 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度運用業務月報 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度運用業務月報 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度運用業務月報 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度運用業務月報 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度運用業務日誌 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度ＴＲＡＦＦＩＣ　ＬＯＧ 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度ＴＲＡＦＦＩＣ　ＬＯＧ 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度ＴＲＡＦＦＩＣ　ＬＯＧ 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度ＴＲＡＦＦＩＣ　ＬＯＧ 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度鳥衝突報告 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度鳥衝突報告 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度鳥衝突報告 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度鳥衝突報告 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度イレギュラー運航 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度イレギュラー運航 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度イレギュラー運航 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度イレギュラー運航 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2009年度 航大仙台 運用 運航 平成２１年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2010年度 航大仙台 運用 運航 平成２２年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2011年度 航大仙台 運用 運航 平成２３年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2012年度 航大仙台 運用 運航 平成２４年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2013年度 航大仙台 運用 運航 平成２５年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2014年度 航大仙台 運用 運航 平成２６年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2015年度 航大仙台 運用 運航 平成２７年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2016年度 航大仙台 運用 運航 平成２８年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2017年度 航大仙台 運用 運航 平成２９年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2018年度 航大仙台 運用 運航 平成３０年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2019年度 航大仙台 運用 運航 平成３１年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル サーバー 独立行政法人航空大学校仙台分校運用課 廃棄
2001年度 航大仙台 教官 共通 平成１３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2002年度 航大仙台 教官 共通 平成１４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2003年度 航大仙台 教官 共通 平成１５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2004年度 航大仙台 教官 共通 平成１６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2005年度 航大仙台 教官 共通 平成１７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2006年度 航大仙台 教官 共通 平成１８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2007年度 航大仙台 教官 共通 平成１９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2008年度 航大仙台 教官 共通 平成２０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2009年度 航大仙台 教官 共通 平成２１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2010年度 航大仙台 教官 共通 平成２２年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2011年度 航大仙台 教官 共通 平成２３年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2012年度 航大仙台 教官 共通 平成２４年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2013年度 航大仙台 教官 共通 平成２５年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 共通 平成２６年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 共通 平成２７年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年起案簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 共通 平成２６年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 共通 平成２７年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
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2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年度出張計画・復命書 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2009年度 航大仙台 教官 共通 平成２１年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2010年度 航大仙台 教官 共通 平成２２年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2011年度 航大仙台 教官 共通 平成２３年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2012年度 航大仙台 教官 共通 平成２４年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2013年度 航大仙台 教官 共通 平成２５年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 共通 平成２６年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 共通 平成２７年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 共通 平成２８年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 共通 平成２９年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 共通 平成３０年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 共通 平成３１年度物品使用明細簿 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 一般 平成２６年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 一般 平成２７年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 一般 平成２８年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 一般 平成２９年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 一般 平成３０年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 一般 平成３１年度航空日誌（無線航空日誌） 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 一般 平成２６年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 一般 平成２７年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 一般 平成２８年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 一般 平成２９年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 一般 平成３０年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 一般 平成３１年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大仙台 教官 一般 平成２６年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2015年度 航大仙台 教官 一般 平成２７年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2016年度 航大仙台 教官 一般 平成２８年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2017年度 航大仙台 教官 一般 平成２９年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2018年度 航大仙台 教官 一般 平成３０年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2019年度 航大仙台 教官 一般 平成３１年度研修報告書 独立行政法人航空大学校学科教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校仙台分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度受付件名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1998年度 航大帯広 総務 共通 平成１１年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1999年度 航大帯広 総務 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2000年度 航大帯広 総務 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校帯広分校総務課庶務係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2002年度 航大帯広 総務 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2003年度 航大帯広 総務 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2004年度 航大帯広 総務 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2005年度 航大帯広 総務 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2006年度 航大帯広 総務 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2007年度 航大帯広 総務 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2008年度 航大帯広 総務 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年週休日の振替等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年週休日の振替等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年週休日の振替等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年週休日の振替等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
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2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 共通 平成２１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 共通 平成２２年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 共通 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 共通 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 共通 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 航空大学校帯広分校航空安全会議規程 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 航空大学校帯広分校防火規程 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 独立行政法人航空大学校帯広分校教授会規程 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 独立行政法人航空大学校帯広分校教授会規程運用細則 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 航空大学校帯広分校除雪作業実施規程 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 共通 航空大学校帯広分校除雪作業実施要領 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 公印 平成２６年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 公印 平成２７年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 公印 平成２８年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 公印 平成２９年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 公印 平成３０年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 公印 平成３１年度押印記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 公印 平成２６年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 公印 平成２７年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 公印 平成２８年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 公印 平成２９年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 公印 平成３０年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 公印 平成３１年度公印請求簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 公印 平成２６年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 公印 平成２７年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 公印 平成２８年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 公印 平成２９年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 公印 平成３０年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 公印 平成３１年度銀行取引印簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 庶務 平成２８年度各種調査・報告 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 庶務 平成２９年度各種調査・報告 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 庶務 平成３０年度各種調査・報告 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 庶務 平成３１年度各種調査・報告 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 式典 平成２８年度空の日 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 式典 平成２９年度空の日 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 式典 平成３０年度空の日 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 式典 平成３１年度空の日 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 管理 平成２８年度官用車使用簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 管理 平成２９年度官用車使用簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 管理 平成３０年度官用車使用簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 管理 平成３１年度官用車使用簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 管理 平成２８年度郵便切手簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 管理 平成２９年度郵便切手簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 管理 平成３０年度郵便切手簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 管理 平成３１年度郵便切手簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 会議 平成２８年度各種会議 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 会議 平成２９年度各種会議 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 会議 平成３０年度各種会議 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 会議 平成３１年度各種会議 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 人事 平成２６年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 人事 平成２７年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 人事 平成２８年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 人事 平成２９年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 人事 平成３０年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 人事 平成３１年勤務時間報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 人事 平成２８年度人事異動通知書(写） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 人事 平成２９年度人事異動通知書(写） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 人事 平成３０年度人事異動通知書(写） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 人事 平成３１年度人事異動通知書(写） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1998年度 航大帯広 総務 人事 平成１０年度職員名簿 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1999年度 航大帯広 総務 人事 平成１１年度職員名簿 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2000年度 航大帯広 総務 人事 平成１２年度職員名簿 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2001年度 航大帯広 総務 人事 平成１３年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2002年度 航大帯広 総務 人事 平成１４年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2003年度 航大帯広 総務 人事 平成１５年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2004年度 航大帯広 総務 人事 平成１６年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2005年 4月1日 30年 2035年 3月32日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2005年度 航大帯広 総務 人事 平成１７年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2006年度 航大帯広 総務 人事 平成１８年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄



27

独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2007年度 航大帯広 総務 人事 平成１９年度職員名簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1997年度 航大帯広 総務 人事 表彰 運輸省航空大学校帯広分校総務課庶務係 1998年 4月1日 30年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 人事 平成２８年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 人事 平成２９年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 人事 平成３０年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 人事 平成３１年度契約職員関係 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1985年度 航大帯広 総務 給与 扶養手当届出・認定 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 1986年 4月1日 無期限（要件喪失後3年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1985年度 航大帯広 総務 給与 住居手当届出・認定 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 1986年 4月1日 無期限（要件喪失後3年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1985年度 航大帯広 総務 給与 通勤手当届出・認定 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 1986年 4月1日 無期限（要件喪失後3年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1985年度 航大帯広 総務 給与 単身赴任手当・認定 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 1986年 4月1日 無期限（要件喪失後3年） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 厚生 平成２８年度健康診断 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 厚生 平成２９年度健康診断 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 厚生 平成３０年度健康診断 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 厚生 平成３１年度健康診断 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 経理 平成２６年度示達経理簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 物品 平成２３年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 物品 平成２４年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 物品 平成２５年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 物品 平成２６年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 物品 平成２７年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 物品 平成２８年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 物品 平成２９年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 物品 平成３０年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 物品 平成３１年度小額備品台帳 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 物品 平成２６年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 物品 平成２７年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 物品 平成２８年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 物品 平成２９年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 物品 平成３０年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 物品 平成３１年度物品関係決議書 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 企業会計 平成２１年度振替伝票 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 企業会計 平成２２年度振替伝票 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 企業会計 平成２３年度振替伝票 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 企業会計 平成２４年度振替伝票 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 共通 平成２６年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 共通 平成２７年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年出勤簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 共通 平成２８年度旅行依頼簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 共通 平成２９年度旅行依頼簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 共通 平成３０年度旅行依頼簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 共通 平成３１年度旅行依頼簿（非常勤講師） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 会議 平成２８年度教授会 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 会議 平成２９年度教授会 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 会議 平成３０年度教授会 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 会議 平成３１年度教授会 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 学生 平成２１年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 学生 平成２２年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 学生 平成２３年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 学生 平成２４年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 学生 平成２５年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 学生 平成２６年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 学生 平成２７年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度退学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 学生 平成２１年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 学生 平成２２年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 学生 平成２３年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 学生 平成２４年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 学生 平成２５年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 学生 平成２６年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 学生 平成２７年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度休学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2009年度 航大帯広 総務 学生 平成２１年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2010年度 航大帯広 総務 学生 平成２２年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 書庫 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 廃棄
2011年度 航大帯広 総務 学生 平成２３年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2012年度 航大帯広 総務 学生 平成２４年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2013年度 航大帯広 総務 学生 平成２５年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2014年度 航大帯広 総務 学生 平成２６年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2015年度 航大帯広 総務 学生 平成２７年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度復学 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度操縦練習飛行許可申請（航空交通管制圏） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度操縦練習飛行許可申請（航空交通管制圏） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄

未定
未定
未定
未定
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2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度操縦練習飛行許可申請（航空交通管制圏） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度操縦練習飛行許可申請（航空交通管制圏） 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度昼間及び夜間における操縦練習飛行許可申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度昼間及び夜間における操縦練習飛行許可申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度昼間及び夜間における操縦練習飛行許可申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度昼間及び夜間における操縦練習飛行許可申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度在学証明書発行簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度在学証明書発行簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度在学証明書発行簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度在学証明書発行簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 学生 平成２８年度欠席届 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 学生 平成２９年度欠席届 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 学生 平成３０年度欠席届 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 学生 平成３１年度欠席届 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 教育 平成２８年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 教育 平成２９年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 教育 平成３０年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 教育 平成３１年度着陸料減免申請 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 教育 平成２８年度非常勤講師依頼 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 教育 平成２９年度非常勤講師依頼 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 教育 平成３０年度非常勤講師依頼 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 教育 平成３１年度非常勤講師依頼 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2016年度 航大帯広 総務 教育 平成２８年度非常勤講師実施確認簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2017年度 航大帯広 総務 教育 平成２９年度非常勤講師実施確認簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2018年度 航大帯広 総務 教育 平成３０年度非常勤講師実施確認簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
2019年度 航大帯広 総務 教育 平成３１年度非常勤講師実施確認簿 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課教務係 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校総務課総務係 廃棄
1998年度 航大帯広 整備 共通 平成１１年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校整備課 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
1999年度 航大帯広 整備 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校整備課 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2000年度 航大帯広 整備 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校帯広分校整備課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2001年度 航大帯広 整備 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2002年度 航大帯広 整備 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2003年度 航大帯広 整備 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2004年度 航大帯広 整備 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2005年度 航大帯広 整備 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2006年度 航大帯広 整備 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2007年度 航大帯広 整備 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2008年度 航大帯広 整備 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2009年度 航大帯広 整備 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2010年度 航大帯広 整備 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2011年度 航大帯広 整備 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2012年度 航大帯広 整備 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2013年度 航大帯広 整備 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年度旅行命令簿・依頼簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 共通 平成３０年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 共通 平成３１年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度航空手当搭乗確認及び実績簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
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2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度航空手当整理簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2001年度 航大帯広 整備 機体・無 整備業務規程 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2001年度 航大帯広 整備 機体・無 A36整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2010年度 航大帯広 整備 機体・無 G58整備要綱 独立行政法人航空大学校仙台分校整備課 2011年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2001年度 航大帯広 整備 機体・無 整備管理規定 独立行政法人航空大学校整備課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2013年度 航大帯広 整備 機体・無 CR-12型 飛行訓練装置 整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2014年 4月1日 無期限(機材保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体・無 SR22整備要綱 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 無期限(機材保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１２Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１３Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１２Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１３Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（無線業務日誌・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１２Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄 12Ｃ
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１３Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄 13Ｃ
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２エンジン・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１２Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄 12Ｃ
2016年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１３Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄 13Ｃ
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 航空日誌（ＳＲ２２プロペラ・ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室(請負業者) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度支給材料交付調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度支給材料交付調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度支給材料交付調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度支給材料交付調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 機体 平成２６年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 機体 平成２７年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度航空大学校航空機保守作業検査調書等原簿(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度航空機保守作業検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度航空機保守作業検査調書(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度航空機保守作業検査調書(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度航空機保守作業検査調書(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度航空機保守作業検査調書(SR22) 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2012年度 航大帯広 整備 機体 平成２４年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2013年 4月1日 7年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2013年度 航大帯広 整備 機体 平成２５年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2014年 4月1日 7年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 機体 平成２６年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2015年 4月1日 7年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 機体 平成２７年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2016年 4月1日 7年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 機体 平成２８年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 7年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 機体 平成２９年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 7年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 機体 平成３０年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 7年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 機体 平成３１年度航空機燃料検査調書 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 7年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１０Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１１Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１２Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１３Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１４Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１５Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１６Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１７Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１８Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線局事項書（ＪＡ０１９Ｃ） 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄未定
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2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１０Ｃ) 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１０Ｃ) 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１０Ｃ) 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１１Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１１Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１１Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１２Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１３Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2017年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１４Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１４Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１４Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１５Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１５Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１５Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１６Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１６Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１６Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１７Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１７Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１７Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１８Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１８Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１８Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１９Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2018年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１９Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2019年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 無線検査簿（ＪＡ０１９Ｃ） 総務省北海道総合通信局 2020年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2014年度 航大帯広 整備 無線 平成２６年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2015年度 航大帯広 整備 無線 平成２７年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2016年度 航大帯広 整備 無線 平成２８年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2017年度 航大帯広 整備 無線 平成２９年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2018年度 航大帯広 整備 無線 平成３０年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2019年度 航大帯広 整備 無線 平成３１年度CR-12型飛行訓練装置保守(仕様書） 独立行政法人航空大学校整備課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
2008年度 航大帯広 整備 無線 無線従事者選任届 独立行政法人航空大学校帯広分校 2009年 4月1日 無期限(機体保持中) 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校整備課 廃棄
1998年度 航大帯広 運用 共通 平成１１年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校運用課 1999年 4月1日 30年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
1999年度 航大帯広 運用 共通 平成１２年起案簿 運輸省航空大学校帯広分校運用課 2000年 4月1日 30年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2000年度 航大帯広 運用 共通 平成１３年起案簿 国土交通省航空大学校帯広分校運用課 2001年 4月1日 30年 2031年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2001年度 航大帯広 運用 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2002年度 航大帯広 運用 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2003年度 航大帯広 運用 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2004年度 航大帯広 運用 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2005年度 航大帯広 運用 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2006年度 航大帯広 運用 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2007年度 航大帯広 運用 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2008年度 航大帯広 運用 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2009年度 航大帯広 運用 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2010年度 航大帯広 運用 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2011年度 航大帯広 運用 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2012年度 航大帯広 運用 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2013年度 航大帯広 運用 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2014年度 航大帯広 運用 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2015年度 航大帯広 運用 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2014年度 航大帯広 運用 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2015年度 航大帯広 運用 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2014年度 航大帯広 運用 共通 平成２６年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2015年度 航大帯広 運用 共通 平成２７年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年超過勤務命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年度出張計画書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 共通 平成２８年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 共通 平成２９年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 共通 平成３０年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 共通 平成３１年度復命書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄

未定
未定
未定

未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
未定

未定
未定
未定
未定
未定
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独立行政法人航空大学校　法人文書ファイル管理簿

法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2009年度 航大帯広 運用 共通 平成２１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2010年度 航大帯広 運用 共通 平成２２年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2011年度 航大帯広 運用 共通 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2012年度 航大帯広 運用 共通 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2013年度 航大帯広 運用 共通 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2000年度 航大帯広 運用 共通 帯広空港周辺における安全飛行に関する申し合せ 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2001年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
1997年度 航大帯広 運用 共通  平成９年東京航空局帯広空港出張所と航空大学校帯広分校における移動業務用無線周波数の運用に関する覚書 運輸省航空大学校帯広分校運用課 1998年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
1985年度 航大帯広 運用 共通 十勝地区航空関係協議会に関する覚書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 1986年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2000年度 航大帯広 運用 共通 十勝飛行場と航空大学校帯広分校の安全飛行に関する協議書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2001年 4月1日 無期限（廃止まで） 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 運航 平成２８年度無線従事者選任届 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 運航 平成２９年度無線従事者選任届 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 運航 平成３０年度無線従事者選任届 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 運航 平成３１年度無線従事者選任届 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2009年度 航大帯広 運用 運航 平成２１年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2010年度 航大帯広 運用 運航 平成２２年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2011年度 航大帯広 運用 運航 平成２３年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2012年度 航大帯広 運用 運航 平成２４年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2013年度 航大帯広 運用 運航 平成２５年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2014年度 航大帯広 運用 運航 平成２６年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2015年度 航大帯広 運用 運航 平成２７年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2016年度 航大帯広 運用 運航 平成２８年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2017年度 航大帯広 運用 運航 平成２９年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 運航 平成３０年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 運航 平成３１年度航空機の運航に関する統計資料 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2018年度 航大帯広 運用 運航 平成３０年度運航記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2019年度 航大帯広 運用 運航 平成３１年度運航記録簿 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2012年度 航大帯広 運用 運航 航空大学校帯広分校　ＪＡ4215　航空事故処理報告書 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校運用課 廃棄
2001年度 航大帯広 教官 共通 平成１３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2002年 4月1日 30年 2032年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2002年度 航大帯広 教官 共通 平成１４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2003年 4月1日 30年 2033年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2003年度 航大帯広 教官 共通 平成１５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2004年 4月1日 30年 2034年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2004年度 航大帯広 教官 共通 平成１６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2005年 4月1日 30年 2035年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2005年度 航大帯広 教官 共通 平成１７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2006年 4月1日 30年 2036年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2006年度 航大帯広 教官 共通 平成１８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2007年 4月1日 30年 2037年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2007年度 航大帯広 教官 共通 平成１９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2008年 4月1日 30年 2038年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2008年度 航大帯広 教官 共通 平成２０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2009年 4月1日 30年 2039年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2009年度 航大帯広 教官 共通 平成２１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2010年 4月1日 30年 2040年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2010年度 航大帯広 教官 共通 平成２２年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2011年 4月1日 30年 2041年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2011年度 航大帯広 教官 共通 平成２３年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2012年 4月1日 30年 2042年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2012年度 航大帯広 教官 共通 平成２４年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2013年 4月1日 30年 2043年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2013年度 航大帯広 教官 共通 平成２５年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2014年 4月1日 30年 2044年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 共通 平成２６年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 30年 2045年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 共通 平成２７年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 30年 2046年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 30年 2047年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 30年 2048年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 30年 2049年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度起案簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 30年 2050年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度保存文書・受理文書 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度保存文書・受理文書 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 共通 平成２６年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 共通 平成２７年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年出勤簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 共通 平成２６年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 共通 平成２７年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年超過勤務等命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度旅行命令簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度出張（計画書・復命書） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度出張（計画書・復命書） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度出張（計画書・復命書） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度出張（計画書・復命書） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2009年度 航大帯広 教官 共通 平成２１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2010年 4月1日 10年 2020年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2010年度 航大帯広 教官 共通 平成２２年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2011年 4月1日 10年 2021年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2011年度 航大帯広 教官 共通 平成２３年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2012年 4月1日 10年 2022年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2012年度 航大帯広 教官 共通 平成２４年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2013年 4月1日 10年 2023年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2013年度 航大帯広 教官 共通 平成２５年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2014年 4月1日 10年 2024年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 共通 平成２６年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 10年 2025年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 共通 平成２７年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 10年 2026年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 10年 2027年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 10年 2028年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 10年 2029年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年度使用物品明細簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 10年 2030年 3月31日 電子ファイル 共有サーバー 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 共通 平成２８年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 3年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 共通 平成２９年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 3年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 共通 平成３０年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 3年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 共通 平成３１年休暇簿 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 3年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄

未定
未定

未定
未定
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法人文書ファイル数 2671 平成30年3月31日現在

大分類 中分類 小分類

作成・取
得年度等

保存期間起算日
分類

法人文書ファイルの名称 作成・取得者 保存期間満了日 備考
保存期間
満了時の

措置

媒体の
種類

保存
場所

管理者

2018年度 航大帯広 教官 一般 平成３０年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 1年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 一般 平成３１年度教官身体検査 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 1年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 一般 平成２６年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 一般 平成２７年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 5年 2021年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 一般 平成２８年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 5年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 一般 平成２９年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 5年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 一般 平成３０年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 5年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 一般 平成３１年度航空日誌（無線業務日誌） 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 5年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2014年度 航大帯広 教官 一般 平成２６年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2015年 4月1日 5年 2020年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2015年度 航大帯広 教官 一般 平成２７年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2016年 4月1日 6年 2022年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2016年度 航大帯広 教官 一般 平成２８年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2017年 4月1日 6年 2023年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2017年度 航大帯広 教官 一般 平成２９年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2018年 4月1日 6年 2024年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2018年度 航大帯広 教官 一般 平成３０年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2019年 4月1日 6年 2025年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄
2019年度 航大帯広 教官 一般 平成３１年度飛行時間集計表 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 2020年 4月1日 6年 2026年 3月31日 紙 事務室 独立行政法人航空大学校帯広分校教官 廃棄


