
子ども育成課　すみれ保育園

平成２２年度　ファイル基準表 平成２３年１２月

1

中分類 小分類（ファイル名） 備考

作成日

作成部門

形態 常用 保存年限 公開区分 廃棄年月

/ 3

大分
類

すみれ保育園

永年簿 (7-2)施設管理業務 白 保育園台帳 一般 一部公開 ＊＊＊＊＊

永年簿 (7-2)施設管理業務 白 すみれ保育園認可文書 一般 一部公開 ＊＊＊＊＊

3年簿 (7-2)施設管理業務 白 園日誌 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)施設管理業務 白 指導検査 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)施設管理業務 白 職員会記録 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )施設管理業務 白 業務日誌 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )施設管理業務 白 プール衛生管理 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

5年簿 (7-2)職員事務 白 職員名簿 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿 (7-2)職員事務 白 退職職員名簿 一般 非公開 Ｈ２８．　４

5年簿 (7-2)職員事務 白 職員代替嘱託・パート関係 一般 非公開 Ｈ２８．　４

3年簿 (7-2)職員事務 白 実習生関係 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

永年簿 (7-2)児童保育事務 白 修了児童名簿 一般 一部公開 ＊＊＊＊＊

5年簿 (7-2)児童保育事務 白 児童票 一般 非公開 Ｈ２８．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 園児名簿 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 保育日誌 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )児童保育事務 白 保育計画表 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 退園児綴 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )児童保育事務 白 園だより 一般 全部公開 Ｈ２６．　４
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3年簿 (7-2)児童保育事務 白 身体検査表 一般 非公開 Ｈ２６．　４

1年簿 (    )児童保育事務 白 幼児交通安全クラブ 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 日本体育学校健康センター 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )児童保育事務 白 園のしおり 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

1年簿 (7-2)児童保育事務 白 健康保険証控及び予防接種 一般 非公開 Ｈ２４．　４

5年簿 (7-2)児童保育事務 白 11時間開所保育綴 一般 一部公開 Ｈ２８．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 出席簿 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 衛生管理綴 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 延長保育関係 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年簿 (7-2)児童保育事務 白 保護者勤務表 一般 非公開 Ｈ２４．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 歯科健康診査記録票 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)児童保育事務 白 伝染性疾患綴 一般 非公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )児童保育事務 白 行事綴 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

1年簿 (    )児童保育事務 白 児童保育事務庶務文書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年簿 (    )児童保育事務 白 保育所地域活動事業 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (7-2)非常災害業務  （自衛消防訓練） 白 消防計画綴 一般 一部公開 Ｈ２６．　４

1年簿 (    )非常災害業務 白 非常災害業務庶務文書 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年簿 (7-2)給食業務 白 給食費請求書控 一般 一部公開 Ｈ２６．　４
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1年簿 (    )給食業務 白 給食献立表 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

1年簿 (    )給食業務 白 検食簿 一般 全部公開 Ｈ２４．　４

3年簿 (    )給食業務 白 栄養出納表 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )給食業務 白 給食日誌 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )給食業務 白 衛生管理点検表 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )給食業務 白 在庫食品受払簿 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )建物管理委託業務 白 都市ガス設備調査結果書 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

3年簿 (    )建物管理委託業務 白 建築設備定期検査報告書 一般 全部公開 Ｈ２６．　４

5年簿 (    )建物管理委託業務 白 消防用設備等設置届出書 一般 全部公開 Ｈ２８．　４

10年簿 (    )建物管理委託業務 白 修繕・委託・工事関係 一般 全部公開 Ｈ３３．　４


