
業務の区分
当該業務に係る行

政文書の類型
具体例 大分類 中分類

小分類
（行政文書ファイル等の名称）

保存期間

文書管理規則の
別表第２の該当
事項・業務の区

分

保存期間
満了時の
措置

1 ・滞納処分認可申請書 全国健康保険協会支部 認可申請 滞納処分認可申請書（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・立入検査等認可申請書 立入検査等認可申請書（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・設立認可申請書 健康保険組合 設立認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・解散認可申請書 解散認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・合併認可申請書 合併認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・分割認可申請書 分割認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約変更認可申請書 認可申請 規約変更認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・保険料率変更認可申請書 保険料率変更認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・重要財産処分認可申請書 重要財産処分認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・保険料滞納処分認可申請書 保険料滞納処分認可申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業型年金規約承認申請書 確定拠出年金 規約承認申請 企業型年金規約承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業型年金規約変更承認申請書 規約変更承認申請 企業型年金規約変更承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業型年金終了承認申請書 終了承認申請 企業型年金終了承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約失効届 規約失効届 規約失効届（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・解散認可申請書 厚生年金基金 解散認可申請 解散認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・権利義務移転認可申請書 権利義務移転認可申請 権利義務移転認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約変更認可申請書 認可申請 規約変更認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・掛金滞納処分認可申請書 掛金滞納処分認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・将来返上認可申請書 将来返上認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・将来返上規約変更認可申請書 将来返上規約変更認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・国民年金基金規約変更認可申請書 国民年金基金 規約変更認可申請 国民年金基金規約変更認可申請書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金規約承認申請書 確定給付企業年金 規約承認・設立認可申請 規約型企業年金規約承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金設立認可申請書 企業年金基金設立認可申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金規約変更承認申請書 規約変更承認・認可申請 規約型企業年金規約変更承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金規約変更認可申請書 企業年金基金規約変更認可申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金の統合承認申請書 統合承認・合併認可申請 規約型企業年金の統合承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金合併認可申請書 企業年金基金合併認可申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金の分割承認申請書 分割承認・認可申請 規約型企業年金の分割承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金分割認可申請書 企業年金基金分割認可申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金の権利義務の移転（承継）承認申請書 権利義務の移転（承継）承認・認可申請 規約型企業年金の権利義務の移転（承継）承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・基金型企業年金の権利義務の移転（承継）認可申請書 基金型企業年金の権利義務の移転（承継）認可申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金終了承認申請書 終了承認・解散認可申請 規約型企業年金終了承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金解散認可申請書 企業年金基金解散認可申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金財産目録等承認申請書 規約型企業年金財産目録等承認申請書（平成○○年度 清算人○○ ○○） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・企業年金基金の解散に伴う財産目録等承認申請書 企業年金基金の解散に伴う財産目録等承認申請書（平成○○年度 清算人○○ ○○） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・清算結了に伴う決算報告書の承認申請書 清算結了に伴う決算報告書の承認申請書（平成○○年度 清算人○○ ○○） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・存続厚生年金基金権利義務移転認可申請書 代行返上 存続厚生年金基金権利義務移転認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・規約型企業年金権利義務承継承認申請書 規約型企業年金権利義務承継承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・存続厚生年金基金から企業年金基金への移行認可申請書 存続厚生年金基金から企業年金基金への移行認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・消滅した存続厚生年金基金の財産目録等の承認申請書 消滅した存続厚生年金基金の財産目録等の承認申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

・消滅した存続厚生年金基金の決算報告書の承認申請書 消滅した存続厚生年金基金の決算報告書の承認申請書（平成○○年度 ○○企業年金基金） ２⑴①１２⑵ 廃棄

－ － － － ５年 ２⑴①１２⑶ 廃棄

・給付費臨時補助金交付申請書 健康保険組合 給付費臨時補助金交付申請 給付費臨時補助金交付申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑷ 廃棄

・高齢者医療支援金等負担金助成事業交付申請書 高齢者医療支援金等負担金助成事業交付申請 高齢者医療支援金等負担金助成事業交付申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ２⑴①１２⑷ 廃棄

・給付費負担金・給付現価負担金 厚生年金基金 給付費負担金・給付現価負担金 給付費負担金・給付現価負担金（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ２⑴①１２⑷ 廃棄

2 ・組合台帳 健康保険組合 組合台帳 組合台帳 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・確定拠出年金企業型年金台帳 確定拠出年金 台帳 確定拠出年金企業型年金台帳 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・公印の届出について 厚生年金基金 公印の届出 公印の届出について（平成○○年度 ○○厚生年金基金） 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・基金台帳 台帳 基金台帳（解散） 常用 ２⑴①２２ 廃棄

基金台帳（現存） 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・公印の届出について 国民年金基金 公印の届出 国民年金基金印及び理事長印の印影届（平成○○年度 ○○国民年金基金） 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・国民年金基金台帳 基金台帳 国民年金基金台帳 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・公印の届出について 確定給付企業年金 公印の届出 公印の届出について（平成○○年度 ○○企業年金基金） 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・企業年金基金台帳 基金台帳 企業年金基金台帳 常用 ２⑴①２２ 廃棄

・行政文書ファイル管理簿 文書管理 文書管理 行政文書ファイル管理簿

・台帳

・法令、規程、基準

・通知

・手引き、マニュアル

・受付簿 文書管理 文書管理 受付簿

・収受文書台帳 収受文書台帳

・決裁簿 文書管理 文書管理 決裁簿

・発議文書台帳 発議文書台帳

・移管・廃棄簿 文書管理 文書管理 移管・廃棄簿

・保存期間表 共通 文書管理 保存期間表 常用 ２⑴①２２ 廃棄

3 ・証明願 健康保険組合 証明願 証明願（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・証明願 厚生年金基金 証明願 公法人証明願（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

印鑑証明願（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・証明願 国民年金基金 証明願 公法人証明願（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

印鑑証明願（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・証明願 確定給付企業年金 証明願 法人証明願（平成○○年度 ○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

印鑑証明願（平成○○年度 ○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

九州厚生局保険年金課 標準文書保存期間基準（保存期間表） 平成３０年４月１日から適用

個人又は法人の権利義務の得喪及びその経過

事 項

法人の権利義務の
得喪及びその経緯

許認可等
の効力が
消滅する
日に係る
特定日以
後５年

設立・解散･合併・分割
認可申請

（２）許認可等に
関する重要な経緯

許認可等をするた
めの決裁文書その
他許認可等に至る
過程が記録された
文書（十一の項）

上記各号に該当しない事項

証明願に関する事
項

証明願 証明願に関する文
書

①行政文書ファイ
ル管理簿その他の
業務に常時利用す
るものとして継続
的に保存すべき行
政文書（三十の
項）

文書の管理等文書の管理等に関
する事項

⑤保存期間表の公
表に関すること

常用 ２⑴①２２

その他の事項

（４）補助金等の
交付（地方公共団
体に対する交付を
含む。）に関する
重要な経緯

交付のための決裁
文書その他交付に
至る過程が記録さ
れた文書（十三の
項ロ）

交付に係
る事業が
終了する
日に係る
特定日以
後５年

不利益処分をする
ための決裁文書そ
の他当該処分に至
る過程が記録され
た文書（十二の
項）

（３）不利益処分
に関する重要な経
緯

③決裁文書の管理
を行うための帳簿
（三十二の項）

５年

④行政文書ファイ
ル等の移管又は廃
棄の状況が記録さ
れた帳簿（三十三
の項）

３０年

３０年

②取得した文書の
管理を行うための
帳簿（三十一の
項）

２⑴①２２

２⑴①２２

２⑴①２２

廃棄
※シス
テム管

理

移管
※シス
テム管

理



4 ・実施状況報告 全国健康保険協会支部 実施状況報告 実施状況報告（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ５年 － 廃棄

・収入支出予算届出書 健康保険組合 予算 収入支出予算届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・収入支出予算概要表 収入支出予算概要表（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・収入支出変更予算届出書 収入支出変更予算届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・収入支出決算書並びに事業報告書 決算 収入支出決算書並びに事業報告書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・収入支出決算概要表 収入支出決算概要表（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・収入支出決算見込表 収入支出決算見込表（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・高齢者医療支援金等負担金助成事業実績報告書 高齢者医療支援金等負担金助成事業実績報告 実績報告書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・高齢者医療支援金等負担金助成事業費 高齢者医療支援金等負担金助成事業費 交付決定通知書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・実施状況報告書 指定組合 実施状況報告書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・健全化計画申請書 健全化計画申請書（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・指定書交付 指定書交付（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・承認書交付 承認書交付（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・企業年金に係る業務報告書 確定拠出年金 業務報告 業務報告書（平成○○年度 ○○株式会社） ５年 － 廃棄

・厚生年金基金業務報告書 厚生年金基金 業務報告 厚生年金基金業務報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・厚生年金基金資産運用業務報告書 厚生年金基金資産運用業務報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・予算概要表 予算 予算概要表（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・予算書 予算書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・決算書 決算 決算書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・代行保険料率算定届 代行保険料率算定届 代行保険料率算定届（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・財政再計算報告書 計算報告 財政再計算報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・変更計算報告書 変更計算報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・解散計画申請書 解散認可申請 解散計画申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・解散議決報告書 解散議決報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・被保険者記録照会 被保険者記録照会（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・前納の申出 前納の申出について（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・責任準備金相当額の報告 厚生年金基金の解散の認可に伴う責任準備金相当額の報告について（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・突き合わせ結果報告書 突き合わせ結果報告 被保険者記録と加入員記録の突き合わせ結果報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・財産目録等承認申請書 財産目録等承認申請 財産目録等承認申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １０年 － 廃棄

・決了決算承認申請書 結了決算承認申請 結了決算承認申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １０年 － 廃棄

・財産目録等及び決算報告書の再提出 財産目録等及び決算報告書の再提出 消滅した厚生年金基金にかかる財産目録等及び決算報告書の再提出について（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・公募実施状況等報告書 公募報告 厚生年金基金役職員の選任手続きに係る公募実施状況等報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・企業年金への移行認可申請書 代行返上 企業年金への移行認可申請書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・不動産の取得計画に係る協議書 協議 不動産の取得計画に係る協議書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・国民年金基金予算認可申請書 国民年金基金 予算認可申請 国民年金基金予算認可申請書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・国民年金基金決算報告書 決算報告 国民年金基金決算報告書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・国民年金基金業務報告書 業務報告 国民年金基金業務報告書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・公募実施状況等報告書 公募報告 国民年金基金役職員の選任手続きに係る公募実施状況等報告書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・予算届出書 予算届出 国民年金基金予算届出書（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書について 確定給付企業年金 事業報告・決算報告 確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書について（平成○○年度 ○○株式会社） ５年 － 廃棄

・企業年金基金の事業及び決算に関する報告書について 企業年金基金の事業及び決算に関する報告書について（平成○○年度 ○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・特別算定承認申請書 特別算定承認申請 特別算定承認申請書（平成○○年度 ○○株式会社又は○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・支払終了報告書 支払終了報告 規約型企業年金支払終了報告書（平成○○年度 ○○株式会社） ５年 － 廃棄

・理事長就退職届出書 健康保険組合 理事長就退職届出 理事長就退職届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・組合所在地変更届出書 組合所在地変更届出 組合所在地変更届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・規約変更届出書 届出 規約変更届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・規程変更届出書 規程変更届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・規程制定届出書 規程制定届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・保険料率変更届出書 保険料率変更届出書（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・健康保険組合設立に係る事業所調査 設立・解散･合併・分割 健康保険組合設立に係る事業所調査（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・新設医療保険者に係る第２号被保険者数について 新設医療保険者に係る第２号被保険者数について（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・健康保険組合設立に係る第２号被保険者数について 健康保険組合設立に係る第２号被保険者数について（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・事業状況報告書（月報） 事業状況報告書（月報） 事業状況報告書（月報）（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・事業所編入にかかる事業所調査 事業所編入にかかる事業所調査 事業所編入にかかる事業所調査（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・被保険者実態調査 被保険者実態調査 被保険者実態調査（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・企業型年金規約変更届出書 確定拠出年金 規約変更届出 企業型年金規約変更届出書（平成○○年度 ○○株式会社） １年 － 廃棄

・規約変更届出書 厚生年金基金 規約変更届出 規約変更届出書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １年 － 廃棄

・理事長の就退任届 理事長又は清算人の就退任届 理事長就退任届（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １年 － 廃棄

・清算人の就退任届 理事長又は清算人の就退任届 清算人就退任届（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １年 － 廃棄

・事業所調査票 事業所調査票 調査（平成○○年度 ○○厚生年金基金） １年 － 廃棄

・国民年金基金規約変更届出書 国民年金基金 規約変更届出 国民年金基金規約変更届出書（平成○○年度 ○○国民年金基金） １年 － 廃棄

・理事長の就任・退任の届出 理事長又は清算人の就退任届 理事長の就任・退任の届出（平成○○年度 ○○国民年金基金） １年 － 廃棄

・規約型企業年金規約変更届出書 確定給付企業年金 規約変更届出 規約型企業年金規約変更届出書（平成○○年度 ○○株式会社） １年 － 廃棄

・企業年金基金規約変更届出書 企業年金基金規約変更届出書（平成○○年度 ○○企業年金基金） １年 － 廃棄

・理事長の就任・退任の届出 理事長又は清算人の就退任届出 理事長就退任の届出（平成○○年度 ○○企業年金基金） １年 － 廃棄

・清算人の就任・退任の届出 清算人就退任の届出（平成○○年度 ○○株式会社又は○○企業年金基金） １年 － 廃棄

5 ・立入検査実施通知 全国健康保険協会支部 監査 立入検査実施通知（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ５年 － 廃棄

・立入検査結果通知 立入検査結果通知（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ５年 － 廃棄

・立入検査結果報告 立入検査結果報告（平成○○年度 全国健康保険協会○○支部） ５年 － 廃棄

・監査実施通知 健康保険組合 監査 監査実施通知（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・監査結果通知 監査結果通知（平成○○年度 ○○健康保険組合） ５年 － 廃棄

・監査報告 監査実施報告（平成○○年度） ５年 － 廃棄

・改善結果報告 監査結果報告（平成○○年度） ５年 － 廃棄

・実地監査通知 厚生年金基金 実地監査 実施通知（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・監査計画 監査計画（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・監査結果通知 実地監査結果通知（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・改善結果報告書 改善結果報告書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・厚生年金基金解散後実地監査復命書 実地監査復命 実地監査復命書（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

・実地監査実施通知 国民年金基金 監査 実地監査実施通知（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・監査結果通知 監査結果通知（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・監査計画 監査計画（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・改善結果報告 改善結果報告（平成○○年度 ○○国民年金基金） ５年 － 廃棄

・書面監査実施通知 確定給付企業年金 監査 書面監査実施通知（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・実地監査実施通知 実地監査実施通知（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・監査結果通知 監査結果通知（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・書面監査資料 書面監査資料（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・改善報告書 改善報告書（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

・監査計画 監査計画（平成○○年度 ○○株式会社及び○○企業年金基金） ５年 － 廃棄

報告書・届出書等
の確認を行うため
の決裁文書

報告書・届出書等法令等に基づき提
出される報告書・
届出書等に関する
事項

報告書・届出書等
の確認を行うため
の決裁文書で簡易
なもの

監査に関する事項 監査を行うための
決裁文書

監査



6 ・健康保険組合の解散に関する情報提供 健康保険組合 設立・解散･合併・分割 健康保険組合の解散に関する情報提供（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

編入 健康保険組合の編入に関する情報提供（平成○○年度 ○○健康保険組合） １年 － 廃棄

・厚生年金基金等への情報提供 厚生年金基金 厚生年金基金等への情報提供 厚生年金保険被保険者記録に係る厚生年金基金等への情報提供について（平成○○年度 ○○厚生年金基金） ５年 － 廃棄

7 ホームページの更新 共通 文書管理 ホームページ（平成○○年度） １年 － 廃棄

8 協力依頼 共通 文書管理 協力依頼（平成○○年度） １年 － 廃棄

9 捜査関係 共通 文書管理 捜査関係（平成○○年度） １年 － 廃棄

10 開示請求 共通 文書管理 開示請求（平成○○年度） １年 － 廃棄

協力依頼 協力依頼のための
決裁文書

情報提供に関する
事項

情報提供 情報提供を行うた
めの決裁文書

ホームページの更
新に関する事項

ホームページの更
新

ホームページの更
新を行うための決
裁文書

協力依頼に関する
事項

情報公開に関する
事項

開示請求 情報公開に係る決
裁文書

捜査関係に関する
事項

捜査関係 捜査関係に係る決
裁文書


