
番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 警備第一課 庶務 次長 親号文書
2 警備第一課 庶務 次長 所属異動命令簿
3 警備第一課 庶務 次長 親号文書
4 警備第一課 庶務 次長 親号文書
5 警備第一課 庶務 次長 幹部会議事録
6 警備第一課 庶務 次長 親号文書
7 警備第一課 庶務 次長 捜査資料持出許可簿
8 警備第一課 庶務 一般 部長等休暇願出・旅行届出簿
9 警備第一課 庶務 一般 職員旅行届出簿

10 警備第一課 庶務 一般 事務分掌表
11 警備第一課 庶務 一般 各課事務分掌表
12 警備第一課 庶務 一般 課員宿所届
13 警備第一課 庶務 一般 非常招集伝達系統図
14 警備第一課 庶務 一般 通達甲
15 警備第一課 庶務 一般 通達乙
16 警備第一課 庶務 一般 通達乙
17 警備第一課 庶務 一般 事務連絡等
18 警備第一課 庶務 一般 事務連絡等
19 警備第一課 庶務 一般 事務連絡等
20 警備第一課 庶務 一般 通達乙
21 警備第一課 庶務 一般 通達乙
22 警備第一課 庶務 一般 人事異動
23 警備第一課 庶務 一般 参考資料
24 警備第一課 庶務 一般 上申指令
25 警備第一課 庶務 一般 副申
26 警備第一課 庶務 一般 報告回答
27 警備第一課 庶務 一般 通達甲
28 警備第一課 庶務 旅費 予算配当書（県費）
29 警備第一課 庶務 旅費 予算配当書（国費）
30 警備第一課 庶務 旅費 予算差引簿（県費）
31 警備第一課 庶務 旅費 予算差引簿（国費）
32 警備第一課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
33 警備第一課 庶務 旅費 債権者登録・変更票
34 警備第一課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）
35 警備第一課 庶務 旅費 国費旅費請求書（控）
36 警備第一課 庶務 物品 物品所属・分属替書
37 警備第一課 庶務 物品 物品出納・管理簿
38 警備第一課 庶務 物品 物品（供用・供用換・返納）通知書
39 警備第一課 庶務 物品 自動車台帳
40 警備第一課 庶務 装備 自家用車公務使用登録申請書
41 警備第一課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書（県費）
42 警備第一課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書
43 警備第一課 庶務 装備 公務使用自家用車同乗承認申請書
44 警備第一課 庶務 装備 公務従事車両証明書発行台帳
45 警備第一課 庶務 装備 公務使用自家用車運行記録書
46 警備第一課 庶務 装備 運行記録簿
47 警備第一課 庶務 装備 運行前点検表
48 警備第一課 庶務 装備 無線機等管理関係
49 警備第一課 庶務 装備 無線機等保管出納簿
50 警備第一課 庶務 装備 無線業務日誌
51 警備第一課 庶務 人事 出勤簿
52 警備第一課 庶務 人事 休暇簿
53 警備第一課 庶務 人事 勤務計画表
54 警備第一課 庶務 人事 週休日の振替簿
55 警備第一課 庶務 人事 勤務時間変更命令簿
56 警備第一課 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
57 警備第一課 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿
58 警備第一課 庶務 給与 給与支給調書
59 警備第一課 庶務 給与 控除金内訳書
60 警備第一課 庶務 給与 月例報告書
61 警備第一課 庶務 給与 控除月例登録票（職員内訳）
62 警備第一課 庶務 給与 給与所得支払明細書
63 警備第一課 庶務 給与 扶養控除等申告書（配特・保険・住宅）
64 警備第一課 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿
65 警備第一課 庶務 給与 呼出し記録簿
66 警備第一課 庶務 給与 時間外手当等配分書
67 警備第一課 庶務 給与 時間外等勤務時間実績報告書



68 警備第一課 庶務 文書管理 収受件名簿
69 警備第一課 庶務 文書管理 発送件名簿
70 警備第一課 庶務 文書管理 警察文書伝送システム　送信記録表
71 警備第一課 庶務 文書管理 警察文書伝送システム　受信記録表
72 警備第一課 庶務 文書管理 文書ファイル管理簿
73 警備第一課 庶務 文書管理 文書廃棄簿
74 警備第一課 庶務 情報管理 外部記録媒体等管理簿



75 警備第一課 庶務 情報管理 外部記録媒体等利用簿
76 警備第一課 庶務 情報管理 外部記録媒体の利用に係る証跡検証結果
77 警備第一課 庶務 情報管理 ＵＳＢキー管理簿
78 警備第一課 庶務 情報管理 適正照会確認票
79 警備第一課 庶務 情報管理 調査・点検結果状況
80 警備第一課 庶務 情報管理 機器管理台帳
81 警備第一課 庶務 情報管理 機器管理状況・外部記録媒体管理状況
82 警備第一課 庶務 情報管理 個人携帯電話機業務使用申請書
83 警備第一課 庶務 情報管理 情報セキュリティ簿冊所在確認簿
84 警備第一課 庶務 情報管理 外部回線接続申請書
85 警備第一課 庶務 情報管理 外部回線接続通知書
86 警備第一課 庶務 情報管理 情報移送（提供）管理簿
87 警備第一課 庶務 情報管理 モバイル端末等持出し許可簿
88 警備第一課 庶務 情報管理 モバイル端末使用等申請書
89 警備第一課 庶務 情報管理 モバイル端末使用等結果通知書
90 警備第一課 庶務 情報管理 誓約書
91 警備第一課 庶務 情報管理 機器管理台帳
92 警備第一課 庶務 情報管理 個人所有携帯電話機業務使用承認簿
93 警備第一課 庶務 情報管理 ドキュメント等管理簿
94 警備第一課 庶務 情報管理 アクセス権申請書
95 警備第一課 庶務 捜査費 予算配当書（国費捜査費）
96 警備第一課 庶務 捜査費 国費捜査費現金出納簿
97 警備第一課 庶務 捜査費 国費捜査費証拠書類
98 警備第一課 企画・資料・情報 共通 表彰関係
99 警備第一課 企画・資料・情報 共通 警備専務員任用候補者名簿

100 警備第一課 企画・資料・情報 共通 執務資料１
101 警備第一課 企画・資料・情報 共通 執務資料２
102 警備第一課 企画・資料・情報 共通 執務資料３
103 警備第一課 企画・資料・情報 共通 執務資料４
104 警備第一課 企画・資料・情報 共通 通達等（１年）
105 警備第一課 企画・資料・情報 共通 通達（３年）
106 警備第一課 企画・資料・情報 共通 通達（５年）
107 警備第一課 企画・資料・情報 共通 事務連絡
108 警備第一課 企画・資料・情報 共通 報告・回答等
109 警備第一課 企画・資料・情報 共通 規程
110 警備第一課 企画・資料・情報 共通 上申
111 警備第一課 企画・資料・情報 共通 文書廃棄簿
112 警備第一課 企画・資料・情報 共通 CYBER関連
113 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営１
114 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営２
115 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営３
116 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営４
117 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営４
118 警備第一課 企画・資料・情報 資料 業務運営５
119 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料１
120 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料２
121 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料３
122 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料４
123 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料５
124 警備第一課 企画・資料・情報 資料 執務資料６
125 警備第一課 企画・資料・情報 資料 資料伝送出力・入力資料管理簿
126 警備第一課 企画・資料・情報 資料 入出力資料管理簿
127 警備第一課 企画・資料・情報 資料 入退室管理簿
128 警備第一課 企画・資料・情報 資料 入室許可者名簿
129 警備第一課 企画・資料・情報 資料 インターネット端末運用状況確認票
130 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報１
131 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報２
132 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報３
133 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報４
134 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報５
135 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報６
136 警備第一課 企画・資料・情報 情報 運営情報７
137 警備第一課 企画・資料・情報 事件 事件手配
138 警備第一課 企画・資料・情報 事件 捜査支援
139 警備第一課 企画・資料・情報 事件 事件指揮簿
140 警備第一課 企画・資料・情報 事件 捜査関係事項照会簿
141 警備第一課 企画・資料・情報 事件 令状請求簿
142 警備第一課 企画・資料・情報 事件 呼出簿



143 警備第一課 企画・資料・情報 事件 相談受理簿
144 警備第一課 企画・資料・情報 事件 証拠物件出納簿
145 警備第一課 企画・資料・情報 事件 証拠物件管理簿
146 警備第一課 企画・資料・情報 事件 証拠物件保存簿
147 警備第一課 企画・資料・情報 事件 犯罪事件受理簿
148 警備第一課 企画・資料・情報 事件 犯罪事件処理簿
149 警備第一課 企画・資料・情報 事件 沿岸対策



番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 警備第二課 庶務 次長 所属異動命令簿
2 警備第二課 庶務 次長 懲（訓）戒等処分簿
3 警備第二課 庶務 次長 相談・苦情等受理簿
4 警備第二課 庶務 次長 機動隊出動命令簿
5 警備第二課 庶務 次長 機動隊超勤勤務確認書綴り
6 警備第二課 庶務 次長 現金出納簿
7 警備第二課 庶務 次長 捜査費支払い証拠書
8 警備第二課 庶務 次長 事務連絡文書等綴り
9 警備第二課 庶務 次長 親号文書（発）

10 警備第二課 庶務 次長 親号文書（収）
11 警備第二課 庶務 次長 親号文書（収)
12 警備第二課 庶務 次長 親号文書（発）
13 警備第二課 庶務 次長 親号文書（収）
14 警備第二課 庶務 次長 親号文書（発）
15 警備第二課 庶務 次長 機動隊超勤調査票綴
16 警備第二課 庶務 次長 超過勤務手当予算差引簿
17 警備第二課 庶務 一般 職員旅行届出簿
18 警備第二課 庶務 一般 事務分掌表
19 警備第二課 庶務 一般 各課事務分掌表
20 警備第二課 庶務 一般 課員宿所届
21 警備第二課 庶務 一般 非常招集伝達系統図
22 警備第二課 庶務 一般 通達甲
23 警備第二課 庶務 一般 通達甲
24 警備第二課 庶務 一般 通達乙
25 警備第二課 庶務 一般 通達乙
26 警備第二課 庶務 一般 通達乙
27 警備第二課 庶務 一般 通達乙
28 警備第二課 庶務 一般 事務連絡
29 警備第二課 庶務 一般 事務連絡
30 警備第二課 庶務 一般 事務連絡
31 警備第二課 庶務 一般 人事異動
32 警備第二課 庶務 一般 参考資料
33 警備第二課 庶務 一般 通知
34 警備第二課 庶務 一般 上申
35 警備第二課 庶務 一般 報告・回答
36 警備第二課 庶務 旅費 予算配当書（県費）
37 警備第二課 庶務 旅費 予算配当書（国費）
38 警備第二課 庶務 旅費 予算差引簿（県費）
39 警備第二課 庶務 旅費 予算差引簿（国費）
40 警備第二課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
41 警備第二課 庶務 旅費 債権者登録・変更票綴
42 警備第二課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）
43 警備第二課 庶務 旅費 国費旅費請求書（控）
44 警備第二課 庶務 物品 物品所属・分属替書
45 警備第二課 庶務 物品 物品出納・管理簿
46 警備第二課 庶務 物品 物品（供用・供用換・返納）通知書
47 警備第二課 庶務 物品 自動車台帳
48 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用登録申請書
49 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用登録申請書
50 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書（県費）
51 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書（県費）
52 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用承認及び同乗承認申請書
53 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書
54 警備第二課 庶務 装備 自家用車公務使用承認申請書
55 警備第二課 庶務 装備 公務使用自家用車同乗承認申請書
56 警備第二課 庶務 装備 公務使用自家用車同乗承認申請書
57 警備第二課 庶務 装備 運行記録簿
58 警備第二課 庶務 装備 運行記録簿
59 警備第二課 庶務 装備 公務従事車両証明書発行台帳
60 警備第二課 庶務 人事 休暇簿
61 警備第二課 庶務 人事 週休日の振替簿
62 警備第二課 庶務 人事 勤務時間変更命令簿
63 警備第二課 庶務 人事 勤務時間変更命令簿
64 警備第二課 庶務 人事 勤務計画表
65 警備第二課 庶務 人事 勤務計画表
66 警備第二課 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
67 警備第二課 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿



68 警備第二課 庶務 給与 航空手当命令簿及び実績簿
69 警備第二課 庶務 給与 給与支給調書
70 警備第二課 庶務 給与 控除金内訳書
71 警備第二課 庶務 給与 月例報告書
72 警備第二課 庶務 給与 控除月例登録票（職員内訳）
73 警備第二課 庶務 給与 給与所得支払明細書
74 警備第二課 庶務 給与 扶養控除等申告書（配特・保険・住宅）
75 警備第二課 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿
76 警備第二課 庶務 給与 呼出し記録簿
77 警備第二課 庶務 給与 時間外手当等配分書
78 警備第二課 庶務 給与 時間外等勤務時間実績報告書
79 警備第二課 庶務 文書管理 収受件名簿
80 警備第二課 庶務 文書管理 発送件名簿
81 警備第二課 庶務 文書管理 警察文書伝送システム　送信記録表
82 警備第二課 庶務 文書管理 警察文書伝送システム　受信記録表
83 警備第二課 庶務 文書管理 文書分類表
84 警備第二課 庶務 文書管理 文書ファイル管理簿
85 警備第二課 庶務 文書管理 文書廃棄簿
86 警備第二課 庶務 情報管理 照会履歴管理簿
87 警備第二課 庶務 情報管理 照会適正確認票
88 警備第二課 庶務 情報管理 機器管理台帳
89 警備第二課 庶務 情報管理 インターネット端末運用状況確認票
90 警備第二課 庶務 情報管理 機器管理状況報告書
91 警備第二課 庶務 情報管理 入出力資料管理簿
92 警備第二課 庶務 情報管理 外部記録媒体等管理簿
93 警備第二課 庶務 情報管理 外部記録媒体等利用簿
94 警備第二課 庶務 情報管理 アクセス権申請書
95 警備第二課 警備実施 警備実施 通達・事務連絡
96 警備第二課 警備実施 警備実施 通達
97 警備第二課 警備実施 警備実施 定期報告
98 警備第二課 警備実施 警備実施 執務資料
99 警備第二課 警備実施 警備実施 申・通報

100 警備第二課 警備実施 警備実施 参考県外文書
101 警備第二課 警備実施 警備実施 依頼
102 警備第二課 警備実施 警備実施 報告
103 警備第二課 警備実施 警備実施 通達
104 警備第二課 警備実施 警備実施 訓令
105 警備第二課 警備実施 警備実施 法令審査
106 警備第二課 警備実施 機動隊 執務資料
107 警備第二課 警備実施 機動隊 機動隊関係
108 警備第二課 警備実施 機動隊 管区機動隊関係
109 警備第二課 警備実施 機動隊 通達・事務連絡
110 警備第二課 警備実施 機動隊 通達
111 警備第二課 警備実施 機動隊 通達甲
112 警備第二課 警備実施 警衛・警護 通達
113 警備第二課 警備実施 警衛・警護 通達・事務連絡
114 警備第二課 警備実施 警衛・警護 警護警備計画
115 警備第二課 警備実施 警衛・警護 報告
116 警備第二課 警備実施 警衛・警護 指定警護要員関係
117 警備第二課 警備実施 警衛・警護 依頼
118 警備第二課 警備実施 警衛・警護 警護月報
119 警備第二課 警備実施 警衛・警護 要請書
120 警備第二課 警備実施 警衛・警護 報告書
121 警備第二課 警備実施 警衛・警護 申・通報
122 警備第二課 警備実施 警衛・警護 警衛警備計画
123 警備第二課 情報 運営 執務資料２
124 警備第二課 情報 運営 執務資料３
125 警備第二課 情報 運営 執務資料４
126 警備第二課 情報 運営 基礎情報
127 警備第二課 情報 運営 運営情報
128 警備第二課 情報 運営 通達
129 警備第二課 情報 運営 事務連絡等
130 警備第二課 特捜 事件 通達乙
131 警備第二課 特捜 事件 照会
132 警備第二課 特捜 事件 業務管理
133 警備第二課 特捜 事件 県外申報等
134 警備第二課 特捜 事件 各署情報綴
135 警備第二課 特捜 事件 年報



136 警備第二課 特捜 事件 事務連絡
137 警備第二課 特捜 事件 事件指揮簿
138 警備第二課 特捜 事件 証拠物件出納簿
139 警備第二課 特捜 事件 依頼
140 警備第二課 特捜 事件 証拠物件管理簿
141 警備第二課 特捜 事件 証拠物件管理・保管簿
142 警備第二課 特捜 事件 証拠物件保管・保存簿
143 警備第二課 特捜 事件 証拠物件保存簿
144 警備第二課 特捜 事件 犯罪事件受理簿
145 警備第二課 特捜 事件 犯罪事件処理簿
146 警備第二課 特捜 事件 捜査関係事項照会簿
147 警備第二課 特捜 暴騒音 暴騒音・公捜隊名簿
148 警備第二課 特捜 暴騒音 暴騒音取締結果（月報）
149 警備第二課 特捜 暴騒音 暴騒音取締出動一覧
150 警備第二課 特捜 暴騒音 暴騒音条例停止命令報告綴
151 警備第二課 特捜 暴騒音 事務連絡
152 警備第二課 特捜 暴騒音 事務連絡
153 警備第二課 特捜 暴騒音 通達乙
154 警備第二課 特捜 暴騒音 法制審査要求書
155 警備第二課 特捜 訟務 警備事件訟務関係



番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 災害対策課 次長 親号文書 上申
2 災害対策課 次長 親号文書 事務連絡
3 災害対策課 次長 親号文書 通達乙（１年）
4 災害対策課 次長 親号文書 事務連絡
5 災害対策課 次長 一般文書 事務連絡
6 災害対策課 庶務 一般文書 課員宿所届
7 災害対策課 庶務 一般文書 規程
8 災害対策課 庶務 一般文書 通達甲
9 災害対策課 庶務 一般文書 通達甲（１０年）

10 災害対策課 庶務 一般文書 事務連絡（５年）
11 災害対策課 庶務 一般文書 事務連絡３年
12 災害対策課 庶務 一般文書 事務連絡（１年）
13 災害対策課 庶務 一般文書 報告・回答
14 災害対策課 庶務 一般文書 参考資料
15 災害対策課 庶務 一般文書 人事異動
16 災害対策課 庶務 一般文書 職員旅行届出簿
17 災害対策課 庶務 一般文書 通達乙
18 災害対策課 庶務 一般文書 通達乙
19 災害対策課 庶務 一般文書 通達乙
20 災害対策課 庶務 一般文書 通達乙
21 災害対策課 庶務 一般文書 上申
26 災害対策課 庶務 情報管理 外部記録媒体等管理簿
27 災害対策課 庶務 情報管理 外部記録媒体等利用簿
28 災害対策課 庶務 情報管理 インターネット端末運用状況確認票
29 災害対策課 庶務 情報管理 適正照会確認票
30 災害対策課 庶務 情報管理 調査・点検結果状況
31 災害対策課 庶務 情報管理 アクセス権申請書
32 災害対策課 庶務 旅費 予算配当書（県費）
33 災害対策課 庶務 旅費 予算配当書（国費）
34 災害対策課 庶務 旅費 予算差引簿（県費）
35 災害対策課 庶務 旅費 予算差引簿（国費）
36 災害対策課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
37 災害対策課 庶務 旅費 債権者登録・変更票
38 災害対策課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）
39 災害対策課 庶務 旅費 国費旅費請求書（控）
40 災害対策課 庶務 旅費 国費旅費せいきゅう
41 災害対策課 庶務 物品 物品出納・管理簿
42 災害対策課 庶務 物品 物品（供用・供用換・返納）通知書
43 災害対策課 庶務 物品 物品所属・分属替書
44 災害対策課 庶務 人事 休暇簿
45 災害対策課 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
46 災害対策課 庶務 人事 週休日の振替簿
47 災害対策課 庶務 人事 勤務計画表
48 災害対策課 庶務 装備 公務従事車両証明書発行台帳
49 災害対策課 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿
50 災害対策課 庶務 給与 給与支給調書
51 災害対策課 庶務 給与 控除金内訳書
52 災害対策課 庶務 給与 月例報告書
53 災害対策課 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿
54 災害対策課 庶務 給与 扶養控除等申告書（配特・保険・住宅）
55 災害対策課 庶務 給与 時間外手当等配分書
56 災害対策課 庶務 給与 時間外等勤務時間実績報告書
57 災害対策課 災害対策 災害警備 訓令・通達甲
58 災害対策課 災害対策 災害警備 災害月報
59 災害対策課 災害対策 災害警備 通達（甲）　10年
60 災害対策課 災害対策 災害警備 通達甲（10年）
61 災害対策課 災害対策 災害警備 通達乙（10年）
62 災害対策課 災害対策 災害警備 通達乙（５年）
63 災害対策課 災害対策 災害警備 通達乙（３年）
64 災害対策課 災害対策 災害警備 通達乙（１年）
65 災害対策課 災害対策 災害警備 事務連絡
66 災害対策課 災害対策 災害警備 一般起案・上申等
67 災害対策課 災害対策 災害警備 報告・回答
68 災害対策課 災害対策 災害警備 申・通報
69 災害対策課 災害対策 災害警備 運営情報
70 災害対策課 災害対策 災害警備 広報関係
71 災害対策課 災害対策 災害警備 部外関係



72 災害対策課 災害対策 災害警備 県議会関係（基礎資料・想定問答・開催結果）
73 災害対策課 災害対策 災害警備 通知
74 災害対策課 災害対策 災害警備 訓練関係（部内）
75 災害対策課 災害対策 災害警備 広域緊急援助隊訓練関係
76 災害対策課 災害対策 災害警備 訓練関係（部外）
77 災害対策課 災害対策 災害警備 災害対策予算関係
78 災害対策課 災害対策 災害警備 自然災害（風水害・地震等）対応関係



番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 警衛対策課 庶務 次長 親号文書（１）
2 警衛対策課 庶務 次長 親号文書（５）
3 警衛対策課 庶務 次長 上申
4 警衛対策課 庶務 次長 報告・回答
5 警衛対策課 庶務 一般 上申
6 警衛対策課 庶務 一般 通達乙
7 警衛対策課 庶務 一般 通達乙
8 警衛対策課 庶務 一般 通達乙
9 警衛対策課 庶務 一般 通達乙

10 警衛対策課 庶務 一般 通達甲
11 警衛対策課 庶務 一般 通達甲
12 警衛対策課 庶務 一般 通達甲
13 警衛対策課 庶務 一般 事務連絡
14 警衛対策課 庶務 一般 事務連絡
15 警衛対策課 庶務 一般 通知
16 警衛対策課 庶務 一般 通知
17 警衛対策課 庶務 一般 報告・回答
18 警衛対策課 庶務 一般 報告・回答
19 警衛対策課 庶務 一般 職員旅行届出簿
20 警衛対策課 庶務 旅費 予算配当書（県費）
21 警衛対策課 庶務 旅費 予算配当書（国費）
22 警衛対策課 庶務 旅費 予算差引簿(県費）
23 警衛対策課 庶務 旅費 予算差引簿（国費）
24 警衛対策課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
25 警衛対策課 庶務 旅費 旅行命令簿（国費）
26 警衛対策課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿
27 警衛対策課 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）
28 警衛対策課 庶務 旅費 会議等通知文書（県費）
29 警衛対策課 庶務 旅費 会議等通知文書（国費）
30 警衛対策課 庶務 旅費 取消・訂正
31 警衛対策課 庶務 旅費 債権者登録票
32 警衛対策課 庶務 旅費 国費旅費証拠書類
33 警衛対策課 庶務 人事 休暇願
34 警衛対策課 庶務 人事 週休日の振替簿
35 警衛対策課 庶務 人事 勤務時変更命令簿
36 警衛対策課 庶務 人事 勤務計画表
37 警衛対策課 庶務 人事 職務専念義務免除承認願
38 警衛対策課 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
39 警衛対策課 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿
40 警衛対策課 庶務 給与 通勤手当
41 警衛対策課 庶務 給与 扶養手当
42 警衛対策課 庶務 給与 住居手当
43 警衛対策課 庶務 給与 児童手当
44 警衛対策課 庶務 給与 単身赴任手当
45 警衛対策課 庶務 給与 給与支給調書
46 警衛対策課 庶務 給与 期末・勤勉手当支給調書
47 警衛対策課 庶務 給与 控除金内訳書
48 警衛対策課 庶務 給与 月例報告書
49 警衛対策課 庶務 給与 月例報告変更確認票
50 警衛対策課 庶務 給与 控除月例登録票（職員内訳）
51 警衛対策課 庶務 給与 年末調整関係申告書
52 警衛対策課 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿
53 警衛対策課 庶務 給与 呼出し記録簿
54 警衛対策課 庶務 装備 自家用車公務使用登録申請書
55 警衛対策課 庶務 装備 自家用公務使用承認及び同乗承認申請書
56 警衛対策課 庶務 装備 運行記録簿
57 警衛対策課 庶務 物品 物品出納・管理簿
58 警衛対策課 庶務 物品 県有物品保管書
59 警衛対策課 庶務 物品 物品所属・分属替書
60 警衛対策課 庶務 物品 物品供用簿（備品）
61 警衛対策課 庶務 物品 物品供用簿（消耗品）
62 警衛対策課 庶務 物品 国有物品保管書（備品）
63 警衛対策課 庶務 物品 国有物品保管書（消耗品）
64 警衛対策課 庶務 物品 物品（供用・供用換・返納）通知書
65 警衛対策課 総務 一般 通達乙
66 警衛対策課 総務 一般 依頼
67 警衛対策課 総務 一般 事務連絡



68 警衛対策課 総務 一般 警察庁・管区出席会議関係書類
69 警衛対策課 総務 一般 教養資料
70 警衛対策課 総務 一般 報告
71 警衛対策課 総務 一般 上申
72 警衛対策課 総務 一般 申・通報
73 警衛対策課 総務 一般 通知
74 警衛対策課 総務 一般 宿泊・駐車場関係
75 警衛対策課 総務 一般 第20回全国農業担い手サミット（総務関係）
76 警衛対策課 総務 一般 第38回全国豊かな海づくり大会（総務関係）
77 警衛対策課 総務 一般 県外視察関係
78 警衛対策課 総務 一般 予算関係
79 警衛対策課 総務 一般 予算見積書関係
80 警衛対策課 総務 一般 予算関係
81 警衛対策課 総務 一般 物品調達等要求書
82 警衛対策課 警備 警備対策一般 報告・回答
83 警衛対策課 警備 警備対策一般 事務連絡
84 警衛対策課 警備 警備対策一般 通達乙
85 警衛対策課 警備 警備対策一般 依頼
86 警衛対策課 警備 警備対策一般 申・通報
87 警衛対策課 警備 警備対策一般 上申
88 警衛対策課 警備 警備対策一般 上申
89 警衛対策課 警備 警備対策その他 その他（１年保存）
90 警衛対策課 交通 事務連絡 事務連絡（１年）
91 警衛対策課 交通 一般 交通対策一般
92 警衛対策課 交通 一般 依頼
93 警衛対策課 交通 一般 事務連絡
94 警衛対策課 交通 一般 上申
95 警衛対策課 交通 交通対策その他 その他
96 警衛対策課 交通 交通対策その他 上申
97 警衛対策課 交通 交通対策その他 上申
98 警衛対策課 交通 交通対策その他 口訓



番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 機動隊 庶務 副隊長 幹部会議録
2 機動隊 庶務 副隊長 所属異動命令簿
3 機動隊 庶務 副隊長 拳銃等出納簿
4 機動隊 庶務 副隊長 親号収発件名簿
5 機動隊 庶務 副隊長 拳銃格納庫鍵引継簿
6 機動隊 庶務 副隊長 表彰上申綴
7 機動隊 庶務 副隊長 特殊銃出納簿
8 機動隊 庶務 副隊長 親号文書
9 機動隊 庶務 副隊長 機関拳銃出納簿

10 機動隊 庶務 副隊長 ガス銃出納簿
11 機動隊 庶務 副隊長 親号文書
12 機動隊 庶務 副隊長 特殊銃保管簿
13 機動隊 庶務 副隊長 保管拳銃等引継ぎ簿
14 機動隊 庶務 副隊長 報告・回答
15 機動隊 庶務 一般 幹部日誌
16 機動隊 庶務 一般 当直日誌
17 機動隊 庶務 一般 職員旅行届出簿
18 機動隊 庶務 一般 各課事務分掌表
19 機動隊 庶務 一般 課員宿所簿
20 機動隊 庶務 一般 職員交通事故防止対策委員会会議録
21 機動隊 庶務 一般 朝礼等実施簿
22 機動隊 庶務 一般 定期研修日実施結果
23 機動隊 庶務 一般 識別番号標管理簿
24 機動隊 庶務 一般 機動隊日誌
25 機動隊 庶務 一般 定期研修会欠席承認簿
26 機動隊 庶務 一般 小集団討議結果報告
27 機動隊 庶務 一般 非常招集伝達系統図
28 機動隊 庶務 一般 事務連絡
29 機動隊 庶務 一般 事務連絡
30 機動隊 庶務 一般 監察課 事務連絡
31 機動隊 庶務 一般 監察課 通達
32 機動隊 庶務 一般 監察課 通達
33 機動隊 庶務 一般 監察課 通達
34 機動隊 庶務 一般 参考資料
35 機動隊 庶務 一般 射撃記録表
36 機動隊 庶務 一般 人事異動綴
37 機動隊 庶務 一般 事務連絡
38 機動隊 庶務 一般 上申
39 機動隊 庶務 一般 申報
40 機動隊 庶務 一般 報告・回答
41 機動隊 庶務 一般 報告・回答
42 機動隊 庶務 一般 通達甲
43 機動隊 庶務 一般 通達甲
44 機動隊 庶務 一般 通達乙
45 機動隊 庶務 一般 通達乙
46 機動隊 庶務 一般 通達乙
47 機動隊 庶務 一般 通達乙
48 機動隊 庶務 一般 監察課　通達甲
49 機動隊 庶務 一般 依頼
50 機動隊 庶務 一般 申請
51 機動隊 庶務 一般 捜査書類収発件名簿
52 機動隊 庶務 旅費 国費旅費予算配当書
53 機動隊 庶務 旅費 県費旅費予算配当書
54 機動隊 庶務 旅費 国費旅費予算差引簿
55 機動隊 庶務 旅費 県費旅費予算差引簿
56 機動隊 庶務 旅費 旅費委任状（国費）
57 機動隊 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
58 機動隊 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）



59 機動隊 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費・部隊）
60 機動隊 庶務 旅費 会議等通知文書（県費）
61 機動隊 庶務 旅費 会議等通知文書（国費）
62 機動隊 庶務 旅費 国費旅費関係簿
63 機動隊 庶務 旅費 債権者登録・変更票
64 機動隊 庶務 人事 休暇願
65 機動隊 庶務 人事 週休日の振替簿
66 機動隊 庶務 人事 勤務計画表
67 機動隊 庶務 人事 勤務時間変更命令簿
68 機動隊 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
69 機動隊 庶務 人事 職務専念義務免除承認願
70 機動隊 庶務 給与 月例報告書
71 機動隊 庶務 給与 控除月例登録票（職員内訳）
72 機動隊 庶務 給与 控除金内訳書
73 機動隊 庶務 給与 昇級発令通知簿
74 機動隊 庶務 給与 赴任旅費関係綴
75 機動隊 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿



76 機動隊 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿
77 機動隊 庶務 給与 呼び出し記録簿
78 機動隊 庶務 給与 当直勤務変更簿
79 機動隊 庶務 給与 超過勤務従事確認書
80 機動隊 庶務 給与 超過勤務手当実績報告書
81 機動隊 庶務 給与 住居手当
82 機動隊 庶務 給与 児童手当
83 機動隊 庶務 給与 通勤手当
84 機動隊 庶務 給与 扶養手当
85 機動隊 庶務 給与 給与支給調書
86 機動隊 庶務 給与 単身赴任手当
87 機動隊 庶務 給与 時間外勤務手当配分
88 機動隊 庶務 給与 年末調整関係書類
89 機動隊 庶務 文書管理 収受件名簿
90 機動隊 庶務 文書管理 発送件名簿
91 機動隊 庶務 文書管理 文書廃棄簿
92 機動隊 庶務 文書管理 文書分類表
93 機動隊 庶務 文書管理 文書ファイル管理簿
94 機動隊 庶務 厚生 公務災害関係書
95 機動隊 庶務 厚生 公務災害関係書
96 機動隊 庶務 厚生 公務災害関係書
97 機動隊 庶務 厚生 健康管理関係
98 機動隊 庶務 情管 入力資料管理簿
99 機動隊 庶務 情管 警察庁照会履歴管理簿

100 機動隊 庶務 情管 出力資料管理簿
101 機動隊 庶務 情管 ドキュメント管理簿
102 機動隊 庶務 情管 磁気ファイル管理簿
103 機動隊 庶務 情管 照会状況報告票
104 機動隊 庶務 情管 外部記録媒体管理簿
105 機動隊 庶務 情管 外部記録媒体等利用簿
106 機動隊 庶務 情管 外部記録媒体等管理簿
107 機動隊 庶務 情管 外部記録媒体・電子計算機点検簿
108 機動隊 庶務 情管 入室許可者名簿
109 機動隊 庶務 情管 入退室管理簿
110 機動隊 庶務 情管 インターネット端末運用状況確認票
111 機動隊 庶務 情管 機器管理状況報告書
112 機動隊 庶務 情管 外部記録媒体等管理簿
113 機動隊 庶務 情管 アクセス権申請書
114 機動隊 庶務 情管 統括管理者等指名・解除報告書
115 機動隊 庶務 情管 統括管理者等指名・解除報告書
116 機動隊 庶務 情管 個人携帯電話機業務使用申請書
117 機動隊 伝令・庶務 一般 報告・回答
118 機動隊 伝令・庶務 一般 出動記録
119 機動隊 伝令・庶務 一般 飲酒届出書・鍵保管簿
120 機動隊 伝令・庶務 一般 活動備忘録
121 機動隊 伝令・庶務 装備 県有物品管理簿
122 機動隊 伝令・庶務 装備 県有物品所属・分属替書
123 機動隊 伝令・庶務 装備 県有物品保管書
124 機動隊 伝令・庶務 装備 県有返納物品受領書
125 機動隊 伝令・庶務 装備 県有重要物品所属替書
126 機動隊 伝令・庶務 装備 重要物品台帳
127 機動隊 伝令・庶務 装備 物品供用簿（備品）
128 機動隊 伝令・庶務 装備 物品（供用・供用換・返納・分類換）通知書
129 機動隊 伝令・庶務 装備 国有物品保管書
130 機動隊 伝令・庶務 装備 国有物品点検結果報告書
131 機動隊 伝令・庶務 装備 特殊銃保管簿
132 機動隊 伝令・庶務 装備 無線機等配置一覧表
133 機動隊 伝令・庶務 装備 弾薬出納簿
134 機動隊 伝令・庶務 装備 物品供用員引継書



135 機動隊 伝令・庶務 装備 拳銃一時貸与簿
136 機動隊 伝令・庶務 装備 物品持出簿
137 機動隊 伝令・庶務 装備 検査書
138 機動隊 伝令・庶務 装備 無線機器点検・引継簿及び無線機器出納簿
139 機動隊 伝令・庶務 装備 装備施設関係・車両関係・物品調達関係・その他雑書等
140 機動隊 伝令・庶務 装備 給油施設点検関係等
141 機動隊 伝令・庶務 車両 自動車台帳
142 機動隊 伝令・庶務 車両 自家用車公務使用登録申請書
143 機動隊 伝令・庶務 車両 自家用車公務使用承認及び同乗承認申請書
144 機動隊 伝令・庶務 車両 自家用車公務使用承認申請書
145 機動隊 伝令・庶務 車両 公務使用自家用車同乗承認申請書
146 機動隊 伝令・庶務 車両 公務従事車両証明書発行台帳
147 機動隊 伝令・庶務 車両 運行記録簿
148 機動隊 伝令・庶務 車両 運行前点検表
149 機動隊 伝令・庶務 車両 職員交通事故防止対策委員会運営報告書
150 機動隊 伝令・庶務 車両 安全運転指導計画書
151 機動隊 伝令・庶務 車両 安全運転管理体制表、安全運転指導計画書等
152 機動隊 伝令・庶務 車両 装備施設、車両、物品調達、雑書等
153 機動隊 伝令・庶務 出動・訓練 管機文書



番号 大分類 中分類 小分類 ファイル名
1 警察学校 庶務 副校長 所属異動命令簿
2 警察学校 庶務 副校長 拳銃等出納簿
3 警察学校 庶務 副校長 親号収発件名簿
4 警察学校 庶務 副校長 親号文書
5 警察学校 庶務 副校長 親号文書
6 警察学校 庶務 副校長 親号文書
7 警察学校 庶務 副校長 拳銃格納庫鍵引継簿
8 警察学校 庶務 一般 法制審査
9 警察学校 庶務 一般 規程

10 警察学校 庶務 一般 県公報
11 警察学校 庶務 一般 職員旅行届出簿
12 警察学校 庶務 一般 入庁証貸出簿(所属貸与分)
13 警察学校 庶務 一般 各課事務分掌表
14 警察学校 庶務 一般 職員宿所届
15 警察学校 庶務 一般 非常招集伝達系統図
16 警察学校 庶務 一般 規程
17 警察学校 庶務 一般 通達等
18 警察学校 庶務 一般 通達等
19 警察学校 庶務 一般 通達等
20 警察学校 庶務 一般 通達等
21 警察学校 庶務 一般 通達甲
22 警察学校 庶務 一般 事務連絡
23 警察学校 庶務 一般 事務連絡
24 警察学校 庶務 一般 事務連絡
25 警察学校 庶務 一般 参考資料
26 警察学校 庶務 一般 会議資料
27 警察学校 庶務 一般 上申
28 警察学校 庶務 一般 報告・回答
29 警察学校 庶務 一般 報告・回答
30 警察学校 庶務 一般 依頼
31 警察学校 庶務 一般 人事異動
32 警察学校 庶務 一般 廃棄文書（５年）
33 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 無線機器等保管出納簿
34 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 無線関係書
35 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 無線機器等配置一覧表
36 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 取扱責任者等指定簿
37 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 無線従事者名簿
38 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 無線機器等修理依頼書
39 警察学校 庶務 無線機等保管出納簿 メモリーライタ使用簿
40 警察学校 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（県費）
41 警察学校 庶務 旅費 旅行命令依頼簿（国費）
42 警察学校 庶務 旅費 旅費支出引継書
43 警察学校 庶務 旅費 債権者登録・変更票
44 警察学校 庶務 旅費 債権者登録・変更票（初任科）
45 警察学校 庶務 旅費 会議等開催通知
46 警察学校 庶務 旅費 会議等開催通知（国費）
47 警察学校 庶務 旅費 復命書（県費）
48 警察学校 庶務 旅費 復命書（国費）
49 警察学校 庶務 旅費 旅費委任状
50 警察学校 庶務 旅費 予算執行状況報告綴
51 警察学校 庶務 旅費 県費旅費所要見込額調査
52 警察学校 庶務 旅費 予算配当・差引簿（国費）
53 警察学校 庶務 旅費 予算配当・差引簿（県費）
54 警察学校 庶務 旅費 旅行命令（依頼）簿（手書き）
55 警察学校 庶務 旅費 国費旅費請求関係書
56 警察学校 庶務 旅費 国庫金振込依頼書（写）
57 警察学校 庶務 物品 物品管理簿
58 警察学校 庶務 物品 物品出納・管理簿
59 警察学校 庶務 物品 県有物品保管書
60 警察学校 庶務 物品 物品所属・分属替書
61 警察学校 庶務 物品 物品供用簿（備品）
62 警察学校 庶務 物品 物品供用簿（消耗品）
63 警察学校 庶務 物品 物品供用通知書（消耗品）
64 警察学校 庶務 物品 国有物品保管書（備品）
65 警察学校 庶務 物品 国有物品保管書（消耗品）
66 警察学校 庶務 物品 物品（供用・供用換・返納）通知書
67 警察学校 庶務 物品 自動車台帳



68 警察学校 庶務 物品 物品関係書
69 警察学校 庶務 装備 自家用車公務使用登録・使用承認・同乗承認申請書
70 警察学校 庶務 装備 装備被服関係書
71 警察学校 庶務 装備 装備品通常点検・随時点検・特別点検実施簿
72 警察学校 庶務 装備 支給品・取替連絡書
73 警察学校 庶務 装備 物品関係書
74 警察学校 庶務 人事 休暇願
75 警察学校 庶務 人事 休暇願（初任科）
76 警察学校 庶務 人事 週休日の振替簿
77 警察学校 庶務 人事 勤務計画表
78 警察学校 庶務 人事 年次有給休暇等整理簿
79 警察学校 庶務 人事 職務専念義務免除管理簿
80 警察学校 庶務 人事 献血による職務専念義務免除管理簿
81 警察学校 庶務 人事 早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書
82 警察学校 庶務 給与 勤務状況整理簿・時間外勤務等命令及び実績簿
83 警察学校 庶務 給与 通勤手当
84 警察学校 庶務 給与 扶養手当
85 警察学校 庶務 給与 住居手当
86 警察学校 庶務 給与 児童手当
87 警察学校 庶務 給与 単身赴任手当
88 警察学校 庶務 給与 給与支給調書
89 警察学校 庶務 給与 控除金内訳書
90 警察学校 庶務 給与 月例報告書
91 警察学校 庶務 給与 月例報告変更確認票
92 警察学校 庶務 給与 控除月例登録票（職員内訳）
93 警察学校 庶務 給与 給与所得支払明細書
94 警察学校 庶務 給与 扶養控除等申告書（配特・保険・住宅）
95 警察学校 庶務 給与 管理職員特別勤務実績簿
96 警察学校 庶務 給与 呼出し記録簿
97 警察学校 庶務 給与 給与支給調書（初任科）
98 警察学校 庶務 給与 控除金内訳書（初任科）
99 警察学校 庶務 給与 口座・支払方法入力確認票

100 警察学校 庶務 給与 口座・支払方法入力確認票（初任科）
101 警察学校 庶務 給与 時間外勤務手当等配分通知
102 警察学校 庶務 文書管理 収発件名簿
103 警察学校 庶務 文書管理 発送件名簿
104 警察学校 庶務 文書管理 文書廃棄簿
105 警察学校 庶務 厚生 健康管理個人簿
106 警察学校 庶務 厚生 組合員原票
107 警察学校 庶務 厚生 公務災害
108 警察学校 庶務 厚生 行政財産許可綴
109 警察学校 庶務 情報管理 ドキュメント管理簿
110 警察学校 庶務 情報管理 磁気ファイル管理簿
111 警察学校 庶務 情報管理 受診記録
112 警察学校 庶務 情報管理 照会履歴管理簿
113 警察学校 庶務 情報管理 報告、上申関係
114 警察学校 庶務 情報管理 情報管理関係書
115 警察学校 庶務 情報管理 外部記録媒体管理簿
116 警察学校 庶務 情報管理 外部記録媒体等利用簿
117 警察学校 庶務 情報管理 外部記録媒体等管理簿
118 警察学校 庶務 情報管理 インターネット端末運用状況確認表
119 警察学校 庶務 車両 運行記録簿
120 警察学校 庶務 車両 運行前点検表
121 警察学校 庶務 総務 公印台帳
122 警察学校 庶務 教務 部外講師謝金支払調書
123 警察学校 庶務 教務 部外講師授業実施確認
124 警察学校 庶務 教務 部外講師依頼伺
125 警察学校 庶務 教務 授業計画
126 警察学校 教務 身上 各科別卒業生名簿
127 警察学校 教務 身上 学籍簿
128 警察学校 教務 会議 教官会議録
129 警察学校 教務 管理 当直日誌
130 警察学校 教務 管理 学生拳銃出納簿
131 警察学校 教務 管理 教官拳銃出納簿
132 警察学校 教務 管理 保管委託拳銃出納簿
133 警察学校 教務 教養 各科別教養実施計画
134 警察学校 教務 教養 依頼
135 警察学校 教務 上申 規程改正



136 警察学校 教務 上申 依頼
137 警察学校 教務 上申 上申
138 警察学校 教務 報告 申報
139 警察学校 教務 報告 報告
140 警察学校 教務 通達 通達
141 警察学校 教務 専科教養 専科生関係綴
142 警察学校 教務 専科教養 専科関係綴り
143 警察学校 教務 初任科 初任科生関係綴
144 警察学校 教務 初任科 運転適正
145 警察学校 教務 初任補修科 基礎的捜査書類作成能力検定関係綴
146 警察学校 教務 初任補修科 初任補修科生関係綴
147 警察学校 教務 初任補修科 捜査書類検定結果
148 警察学校 教務 初任補修科 鑑識初級検定関係綴
149 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃操法技能検定受験について（上申）
150 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃操法技能検定実施結果について（報告）
151 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃弾配分上申書
152 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃等保管管理関係
153 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃修理等申請書
154 警察学校 教務 拳銃関係 拳銃操法検定関係
155 警察学校 教務 講師等の依頼 講師の派遣依頼について
156 警察学校 教務 雑書 学校行事関係
158 警察学校 学生指導 学生 休学届
159 警察学校 学生指導 学生 欠課（見学）簿
160 警察学校 学生指導 学生 活動日誌
161 警察学校 学生指導 学生 朝礼簿
162 警察学校 学生指導 学生 学生日誌
163 警察学校 学生指導 学生 寮当番日誌
164 警察学校 学生指導 学生 当番勤務変更簿
165 警察学校 学生指導 学生 自動車運転・駐車許可願い
166 警察学校 学生指導 学生 誓約書
167 警察学校 学生指導 学生 学生旅行計画書
168 警察学校 学生指導 学生 診療簿
169 警察学校 学生指導 学生 外泊届出簿
170 警察学校 学生指導 学生 各科別学生日誌
171 警察学校 学生指導 学生 救急法関係
172 警察学校 学生指導 学生 各種訓練関係
173 警察学校 学生指導 講師等の依頼 講師の派遣依頼について
174 警察学校 術科 逮捕術関係 上申


