
議会事務局 公印使用簿

議会事務局 議員研修

議会事務局 議会条例・規則

議会事務局 各種調査

議会事務局 例規番号簿

議会事務局 議会予算関係

議会事務局 監査提出資料

議会事務局 備品台帳

議会事務局 議会報告委員会

議会事務局 議会報告会関係

議会事務局 官報・公報

議会事務局 新型コロナウイルス感染関係

議会事務局 案内文書

議会事務局 全国市議会議長会

議会事務局 全国広域連携市議会協議会（全国市議会議長会）

議会事務局 全国自治体病院経営都市議会協議会（全国市議会議長会）

議会事務局 北信越市議会議長会

議会事務局 県市議会議長会

議会事務局 県市議会議長会事務局研修会

議会事務局 市議会議員共済会

議会事務局 共済給付金送金書

議会事務局 議員表彰関係

議会事務局 議員報酬明細

議会事務局 契約書関係

議会事務局 議会選任・推薦・異動

議会事務局 広域連合・一部事務組合関係

議会事務局 議会欠席届

議会事務局 議員連盟関係

議会事務局 会派関係

議会事務局 政務活動費

議会事務局 辞職願関係

議会事務局 日本海六県港湾都市議会協議会

議会事務局 視察研修（受）関係

議会事務局 傍聴関係

議会事務局 一般質問通告書

議会事務局 討論通告書

　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

課名 簿冊名



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

議会事務局 庶務（受）

議会事務局 議決整理簿

議会事務局 議決書

議会事務局 招集通知

議会事務局 意見書提出伺

議会事務局 会議録

議会事務局 請願・陳情関係

議会事務局 総務常任委員会関係

議会事務局 教育民生常任委員会関係

議会事務局 議会運営委員会関係

議会事務局 全員協議会関係

議会事務局 定例協議会

議会事務局 広報編集委員会関係

議会事務局 決算特別委員会関係

議会事務局 本庁舎整備特別委員会関係

議会事務局 議会改革特別委員会関係

議会事務局 地域公共交通対策特別委員会関係

議会事務局 予算特別委員会関係

議会事務局 産業建設常任委員会関係

総務課 議案等番号簿

総務課 令和２年坂井市議会定例会・臨時会議案原議書

総務課 議会定例協議会

総務課 令和２年坂井市議会定例会・臨時会議決報告書

総務課 坂井市議会全員協議会資料

総務課 予算特別委員会

総務課 総務課備品台帳

総務課 インターンシップ関係

総務課 寄附採納

総務課 総務課施行伺書

総務課 市章・市旗等関係綴

総務課 特別職・行政委員会（執行機関）委員関係

総務課 源泉徴収関係

総務課 個人番号届出書

総務課 一部事務組合・広域連合等庶務関係

総務課 不当要求行為等防止対策関係

総務課 行政不服審査法関係

総務課 多文化共生

総務課 決算審査関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

総務課 庶務

総務課 要望・陳情書

総務課 広告審査会

総務課 地方分権関係

総務課 平和事業

総務課 マイナンバー制度関係

総務課 会計年度任用職員関係

総務課 坂井市生活応援給付事業

総務課 特別定額給付金給付事業（国庫）

総務課 AIロボット活用事業

総務課 Web会議環境整備事業

総務課 結婚サポート事業

総務課 叙位・叙勲上申書

総務課 叙勲潜在候補者報告

総務課 名誉市民関係文書

総務課 各種表彰事務

総務課 県政功労者知事表彰（自治振興功労）上申書、県自治会活動功労者表彰上申書

総務課 市政功労表彰

総務課 総合窓口受付業務

総務課 自衛官募集事務

総務課 さかい男女共同参画ネットワーク補助金

総務課 男女共同参画推進委員会

総務課 男女共同参画事業（出前講座・街頭啓発）

総務課 男女共同参画（条例）

総務課 男女共同参画審議会

総務課 男女共同参画推進計画（庁内状況調査）

総務課 人権啓発活動地方委託事業

総務課 男女共同参画事業（ＤＶ防止啓発）

総務課 ライフデザインセミナー

総務課 男女共同参画事業（イベント）

総務課 女性活躍推進事業（女性対象セミナー）

総務課 庁内イクボス推進事業

総務課 イクボス推進事業

総務課 審議会等における女性委員の登用促進

総務課 第2次男女共同参画推進計画

総務課 国庫交付金・補助金（女性活躍推進室）

総務課 庁内照会・回答（女性活躍推進室）

総務課 県照会・回答（女性活躍推進室）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

総務課 赤ちゃん抱っこ体験事業

総務課 女性活躍推進事業（農業女史プログラム）

総務課 要望書（女性活躍推進室）

総務課 予算決算（女性活躍推進室）

総務課 男性の家事・育児参画促進事業

総務課 ふくいきらめきフェスティバル

総務課 移譲事務

総務課 押印等見直し

総務課 事務事業評価（総務課所管）

総務課 総務課所管補助金見直し

総務課 実施計画・施策評価

総務課 坂井市まちづくり計画の変更

総務課 組織図

総務課 文書管理諸務

総務課 文書管理諸務

総務課 後納郵便物等取扱控

総務課 書留等整理簿

総務課 料金後納郵便差出票

総務課 ゆうメール後納差出票

総務課 ゆうパック後納差出票

総務課 公印承認簿

総務課 公印使用簿

総務課 公印台帳

総務課 情報公開審査会

総務課 公文書公開綴

総務課 情報公開雑文書綴

総務課 個人情報保護対策

総務課 例規データベースシステム関係

総務課 例規等審査会

総務課 条例、規則の制定・改廃関係

総務課 法律相談

総務課 顧問弁護士契約

総務課 告示・公告掲示依頼

総務課 条例・規則公布（起案）

総務課 市境界・字区域変更

総務課 監査結果関係

総務課 監査（定期監査、決算審査）（女性活躍推進室）

総務課 国際交流関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

総務課 人権擁護関係調書等

総務課 人権擁護委員推薦関連

総務課 人権擁護委員協議会坂井市部会

総務課 人権啓発地方委託事業

安全対策課 交通災害共済（庶務）

安全対策課 交通災害共済（見舞金）

安全対策課 条例等改正に関するつづり

安全対策課 交通災害共済　金銭出納簿

安全対策課 安全対策課　庁内調査関係

安全対策課 決算・定期監査

安全対策課 土地借上料関係

安全対策課 防災行政メール登録状況

安全対策課 防犯カメラ映像提供記録簿

安全対策課 コミュニティ助成事業補助金

安全対策課 防犯関係補助事業

安全対策課 防犯隊辞令関係

安全対策課 防犯隊活動事務

安全対策課 防犯隊一般文書

安全対策課 防犯灯設置事業補助金

安全対策課 安全・安心まちづくり事務

安全対策課 安全安心センター活動事務

安全対策課 暴力団追放市民会議

安全対策課 犯罪被害者等支援関係

安全対策課 防犯カメラ管理簿

安全対策課 防犯カメラ設置事業

安全対策課 交通安全対策会議

安全対策課 交通庶務

安全対策課 運転免許自主返納支援

安全対策課 交通指導員会

安全対策課 交通関係団体補助金

安全対策課 交通安全協会等交通安全関係団体

安全対策課 交通安全運動

安全対策課 交通安全図画ポスターコンクール

安全対策課 婦人交通指導員

安全対策課 安全運転管理者

安全対策課 防災関連法令等改正

安全対策課 防災訓練関係綴

安全対策課 防災啓発活動等



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

安全対策課 防災備蓄物資整備事業

安全対策課 防災庶務

安全対策課 消防関係

安全対策課 災害対応関係綴

安全対策課 石油コンビナート関連

安全対策課 財産管理

安全対策課 福井港災害事故防止対策協議会補助金

安全対策課 消火栓新設移設関係

安全対策課 被災者支援システム

安全対策課 ふくい連携中核都市圏連携事業

安全対策課 防災関係一般文書

安全対策課 防災計画

安全対策課 災害時協定書

安全対策課 防災会議

安全対策課 避難支援計画

安全対策課 原子力防災

安全対策課 避難所運営マニュアル関係

安全対策課 国土強靭化地域計画関係

安全対策課 防災行政情報配信システム

安全対策課 総合防災情報システム

安全対策課 県防災情報ネットワーク関係

安全対策課 自主防災組織関係綴

安全対策課 被害状況報告等綴

安全対策課 防災ヘリコプター関係綴

安全対策課 防災資機材等整備事業補助金

安全対策課 国民保護庶務

安全対策課 全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）

安全対策課 海抜表示板設置・移設等関係

安全対策課 罹災証明

安全対策課 防災行政無線

安全対策課 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業

安全対策課 国民保護協議会

職員課 公印使用簿

職員課 職員録及び事務分掌

職員課 法令等改正通知（給与等・公務員関係）

職員課 条例規則等制定改廃

職員課 身体障害者雇用状況調査関係

職員課 人事関係一般文書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

職員課 地方公共団体定員管理調査綴

職員課 地方公務員制度実態調査

職員課 政策実行計画進捗管理

職員課 職員記章等再交付願

職員課 退職関係

職員課 特定事業主行動計画関係

職員課 調査・回答・通知文書

職員課 組合関係

職員課 人事給与システム関係

職員課 会計年度任用職員制度

職員課 内部情報システム運用維持管理定例会

職員課 庶務事務システム関係

職員課 働き方改革

職員課 職員昇給・昇格伺い綴

職員課 職員人事異動伺い綴

職員課 転入者履歴書等

職員課 住居（転居）届・氏名変更届

職員課 旧姓使用届

職員課 勤務に関する自己申告書

職員課 人事評価関係書類

職員課 派遣職員関係

職員課 県派遣職員関係

職員課 公正採用関係

職員課 再任用職員関係（選考委員会・任用）

職員課 退職に関する届書

職員課 任期付職員採用関係（常用）

職員課 嘱託・臨時職員賃金台帳・源泉徴収簿

職員課 任用通知書

職員課 会計年度任用職員　任用関係綴

職員課 職員昇任試験関係

職員課 福井県市職員統一採用候補者試験関係一般文書　

職員課 私有車公務使用届出書綴

職員課 個人番号管理簿

職員課 職員出勤簿

職員課 職務専念義務免除関係

職員課 服務の宣誓関係

職員課 兼職承認願

職員課 営利企業従事許可願（離職願）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

職員課 職員身分証明書交付綴

職員課 特別休暇簿

職員課 育児休業承認申請書

職員課 特別休暇承認願い

職員課 職員身分証明書交付簿

職員課 病気休暇承認申請書

職員課 私事旅行届

職員課 会計年度任用職員休業関係綴

職員課 勤務条件等調査綴

職員課 勤務条件等調査関係

職員課 ゆう活（夏の生活スタイル変革）関係

職員課 事故報告書

職員課 分限処分等関係（休職発令）

職員課 財産形成貯蓄事務取扱協定綴

職員課 地方公務員給与実態調査

職員課 派遣職員人件費関係

職員課 扶養控除等申告書　

職員課 期末勤勉手当

職員課 共済組合掛金・負担金一覧表

職員課 給与支給明細書

職員課 保険料控除申告書

職員課 市長会保険関係

職員課 町村職員生協共済契約承諾書

職員課 監査関係

職員課 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

職員課 扶養親族届

職員課 通勤届

職員課 住居届

職員課 時間外手当明細

職員課 福井県市町村職員退職手当条例関係

職員課 児童手当支給伺

職員課 児童手当受給者台帳

職員課 市町総合事務組合異動報告書（採用・退職・異動）　

職員課 市町総合事務組合関係文書綴

職員課 市町総合事務組合給料異動確認報告書

職員課 市町総合事務組合月例通知書兼請求書

職員課 職員課出張命令簿

職員課 職員給与の公表



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

職員課 給与関係通達（人事院勧告を含む）

職員課 給与控除　共済償還・物資償還

職員課 給料控除　共済生活年金プラン

職員課 給料控除　共済貯金

職員課 給料控除　財形貯蓄

職員課 給料控除　生命保険　

職員課 給料控除　町村会年金

職員課 全国町村職員生協火災保険関係

職員課 任意生命共済保険

職員課 全国町村職員生協　自動車保険関係

職員課 共済生活年金プラン保険料徴収台帳

職員課 個人型確定拠出年金第2号加入者に係る事業主の証明書（事業主控）

職員課 給料控除　市長会年金

職員課 住民税特別徴収税額通知書

職員課 職員保険料控除額一覧表（年調用）

職員課 その他の研修所研修

職員課 庁内研修関係文書

職員課 自治研修所関係一般文書

職員課 自治研修所研修修了書

職員課 自治大学校・市町村アカデミー関係一般文書

職員課 財産形成貯蓄残高表

職員課 職員被服貸与関係

職員課 職員互助会

職員課 福井県都市職員体育連盟

職員課 職員互助会会計証拠書綴

職員課 安全衛生管理関係

職員課 地方公務員災害補償基金認定請求関係

職員課 地方公務員災害補償基金負担金報告書

職員課 非常勤公務災害補償基金認定請求関係

職員課 非常勤公務災害補償基金負担金報告書

職員課 会計年度任用職員労働災害保険認定申告関係

職員課 自治体委託業務等災害補償保険制度

職員課 共済組合関係協定書

職員課 共済組合関係契約書

職員課 共済組合異動報告書（採用・退職・異動）

職員課 共済組合関係文書綴

職員課 共済組合支給申請関係（短期給付）

職員課 共済組合貸付関係
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職員課 共済組合扶養申告書

職員課 共済組合預入申込書

職員課 共済組合異動報告書（その他）

職員課 共済組合保険関係

職員課 被扶養者資格調査

職員課 標準報酬制（正職員）

職員課 職員健康づくり関係　

職員課 職員健康診断関係

職員課 人間ドック関係

職員課 人間ドック結果表

職員課 心理カウンセリング事業

職員課 職員がん検診関係

職員課 産業医委託業務　

職員課 雇用保険取得・喪失関係

職員課 雇用保険申請書等関係

職員課 全国健康保険協会　生活習慣病予防健診

職員課 社会保険取得・喪失関係

職員課 社会保険標準報酬決定通知書・各種手当申請関係

職員課 再任用職員関係（雇用保険・社会保険等）

秘書広報課 後援名義使用許可

秘書広報課 課内庶務　(議会対応書類)

秘書広報課 市長資産等公開

秘書広報課 特別職会議出席依頼

秘書広報課 市長定例記者会見　

秘書広報課 「創生福井」首長の会

秘書広報課 北信越市長会総会開催　

秘書広報課 全国市長会庶務

秘書広報課 北信越市長会庶務

秘書広報課 県市長会庶務

秘書広報課 交際費関係

秘書広報課 連携中枢都市圏形成

秘書広報課 県要望・協議

秘書広報課 定期監査

秘書広報課 広報さかい

秘書広報課 広報契約

秘書広報課 広報施行伺書

秘書広報課 広報さかい　写真データ

秘書広報課 有料広告・広報掲載
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秘書広報課 企画広告掲載

秘書広報課 広報編集機器関係

秘書広報課 陳情・要望書綴

秘書広報課 行政相談委員

秘書広報課 広聴事業

秘書広報課 行政チャンネル契約

秘書広報課 行政チャンネル伺い

秘書広報課 ホームページ伺い

秘書広報課 ホームページ契約

企画政策課 企画情報課報告関係

企画政策課 要望書関係

企画政策課 庁内調査報告に関する文書

企画政策課 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックを活用した地域活性化推進首長連合

企画政策課 奨学金返還支援事業補助金

企画政策課 定住促進に関する文書

企画政策課 県への重要要望

企画政策課 政策実行計画関係

企画政策課 竹田Ｔキャンプ

企画政策課 地方創生に関する包括連携協定

企画政策課 あわら坂井ふるさと創造推進協議会

企画政策課 マイキープラットフォーム

企画政策課 人口減少問題対策

企画政策課 総合戦略推進会議

企画政策課 地域再生計画関係

企画政策課 地方創生推進交付金

企画政策課 地方創生拠点整備交付金

企画政策課 集落活性化支援事業補助金

企画政策課 ＳＤＧｓ関係

企画政策課 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）

企画政策課 市町協働による地域みらい応援プロジェクト

企画政策課 次世代コミュニティモデル事業

企画政策課 坂井市総合計画関係

企画政策課 地域おこし協力隊に関する文書

企画政策課 竹田地区活性化事業

企画政策課 新規・重要施策

企画政策課 発電関係市町村全国協議会

企画政策課 サイン設置事業

企画政策課 指定管理者関係
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企画政策課 ふくしん地域振興協力基金

企画政策課 住みます芸人事業

企画政策課 賑わい出店整備事業

企画政策課 コミュニティ助成事業

企画政策課 地域再生・構造改革特区

企画政策課 電源地域振興補助金関係

企画政策課 電源地域振興補助金・会検関係

企画政策課 福井県市町振興協会

企画政策課 ふるさと融資事業

企画政策課 ふるさと納税に関する文書

企画政策課 寄附による市民参画条例に関する文書

企画政策課 寄附市民参画条例寄附申込書

企画政策課 市町振興課関係

企画政策課 福井ふるさと茶屋整備支援事業補助金

企画政策課 三国湊賑わい創出事業

企画政策課 アーバンデザインセンター坂井事業

企画政策課 丸岡バスターミナル周辺整備事業

企画政策課 丸岡城周辺整備事業

企画政策課 坂井市空家リノベーション起業者育成事業

企画政策課 ふるさと納税広報広告等

企画政策課 ふるさと納税問い合わせ対応

企画政策課 寄附市民参画基金検討委員会

企画政策課 寄附市民参画基金返礼品申請書

企画政策課 ふるさと納税郵便振込関係

企画政策課 ふるさと納税入金関係

企画政策課 ふるさとマンスリーサポーターに関する文書

企画政策課 ワンストップ特例制度に関する文書

企画政策課 公拡法関係綴

企画政策課 土地売買等届書

企画政策課 無届出取引違反事案カード

企画政策課 福井県土地利用基本計画関係

企画政策課 サイン修繕

情報統計課 ＲＰＡ導入促進事業

情報統計課 マイナンバー制度（社会保障・税番号）に関する文書

情報統計課 障害報告・不正プログラム対策報告に関する文書

情報統計課 公的個人認証に関する文書

情報統計課 情報セキュリティに関する文書

情報統計課 情報化推進事業施行伺書
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情報統計課 パソコン整備・管理に関する文書

情報統計課 福井県電子自治体推進協議会

情報統計課 CATV事業に関すること

情報統計課 システム保守作業報告

情報統計課 ネットワーク・保守管理・機器等契約に関する文書

情報統計課 情報化計画策定

情報統計課 情報化推進委員会

情報統計課 ＥＵＣ作業依頼

情報統計課 広域圏電算高度利用研究会

情報統計課 広域圏電算処理依頼書

情報統計課 広域圏分散システム操作員番号登録

情報統計課 広域圏システム関係

情報統計課 市町村交付金

情報統計課 市町村交付金（国勢調査）

情報統計課 統計一般文書

情報統計課 表彰関係書類（永久）

情報統計課 坂井市統計協会

情報統計課 その他の統計調査

情報統計課 工業統計関係

情報統計課 住宅・土地統計調査

情報統計課 統計調査員確保対策事業

情報統計課 国勢調査関係

情報統計課 統計年報

情報統計課 経済センサス

情報統計課 学校基本調査

情報統計課 広域圏事務組合関係

情報統計課 広域圏連絡会に関する文書

公共交通対策課 北陸自動車道

公共交通対策課 えちぜん鉄道に関する文書（西長田駅舎部用地測量業務）

公共交通対策課 港湾振興

公共交通対策課 ドラゴンリバ－交流会

公共交通対策課 特定地域振興重要港湾活性化協議会に関する文書

公共交通対策課 福井埠頭㈱に関する文書

公共交通対策課 ㈱九頭竜川マリーナ関係

公共交通対策課 福井港振興協会関係

公共交通対策課 福井臨海工業地帯対策協議会

公共交通対策課 えちぜん鉄道に関する文書

公共交通対策課 えちぜん鉄道支援事業
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公共交通対策課 福井空港に関する文書

公共交通対策課 並行在来線に関する文書

公共交通対策課 クルマに頼り過ぎない社会づくり推進事業

公共交通対策課 えちぜん鉄道サポーターズクラブ関係

公共交通対策課 えちぜん鉄道㈱取締役関係

公共交通対策課 公共交通計画

公共交通対策課 地域公共交通網形成計画

公共交通対策課 えちぜん鉄道活性化連携協議会関係

公共交通対策課 公共交通に関する文書

公共交通対策課 地域公共交通会議に関する文書

公共交通対策課 コミュニティバス運行に関する文書

公共交通対策課 カー・セーブデーに関する文書

公共交通対策課 市町生活交通維持支援事業補助金

公共交通対策課 福井県生活バス路線確保対策協議会

公共交通対策課 生活バス路線維持対策事業補助金（京福バス）

公共交通対策課 路線バス等に関する協議

公共交通対策課 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

公共交通対策課 坂井地区道路連絡協議会

公共交通対策課 コミュニティバス　バス停留所

公共交通対策課 コミュニティバス　通行制限

公共交通対策課 コミュニティバス　苦情・要望調書・事故報告

公共交通対策課 コミュニティバス　道路占用許可・道路使用許可

公共交通対策課 コミュニティバス運行契約書

公共交通対策課 次世代型地域交通導入推進事業

公共交通対策課 デマンドバス資料・視察資料

公共交通対策課 JR丸岡駅乗車券類簡易販売・清掃業務委託

公共交通対策課 公共交通機関庶務

公共交通対策課 丸岡駅舎交流施設使用許可申請

公共交通対策課 ＪＲ丸岡駅舎機械警備業務

まちづくり推進課 庁内各課調査回答文書

まちづくり推進課 区長会配布文書（回覧等発行届）

まちづくり推進課 表彰に関すること

まちづくり推進課 行政区補助金関係

まちづくり推進課 自治会関係　（名簿）

まちづくり推進課 丸岡東部集会場解体工事

まちづくり推進課 地縁団体関係書類（証明願ほか）

まちづくり推進課 霞町内公民館移譲に係る地元協議

まちづくり推進課 地区区長会
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まちづくり推進課 行政嘱託員（区長）

まちづくり推進課 文書配送業務

まちづくり推進課 県自治会連合会

まちづくり推進課 区長会

まちづくり推進課 地区区長会運営交付金

まちづくり推進課 集会施設整備事業補助金

まちづくり推進課 区掲示板設置事業費補助金

まちづくり推進課 コミュニティ会館整備支援事業補助金

まちづくり推進課 舟寄会館整備事業協議

まちづくり推進課 舟寄会館新築設計業務

まちづくり推進課 （仮称）舟寄会館建設工事（建築）

まちづくり推進課 （仮称）舟寄会館建設工事（電気）

まちづくり推進課 （仮称）舟寄会館建設工事（機械）

まちづくり推進課 （仮称）舟寄会館建設工事（工事監理）

まちづくり推進課 さかい夏祭り

まちづくり推進課 地域づくり支援ソフト事業

まちづくり推進課 協働のまちづくり交付金見直し

まちづくり推進課 まちづくりパートナーシップ講座

まちづくり推進課 協働のまちづくり事業報告書

まちづくり推進課 まちづくり懇話会

まちづくり推進課 市民協働の学び舎まちづくりカレッジさかい事業

まちづくり推進課 各課からの調査・照会

まちづくり推進課 要望書（まちづくり推進課所管）

まちづくり推進課 決算審査

まちづくり推進課 ＮＰＯ・ボランティア関連事業に関する文書

まちづくり推進課 補助金要綱・要領

まちづくり推進課 コミュニティセンター助成事業(宝くじ)

まちづくり推進課 定期監査（事前調査含）

まちづくり推進課 災害ボランティアセンター連絡会

まちづくり推進課 公民館総合補償制度

まちづくり推進課 まちづくり協議会補助金

まちづくり推進課 まちづくり協議会連絡会

まちづくり推進課 コミュニティセンター関係（コロナ）

まちづくり推進課 コミュニティセンター関係人事（任用事務）

まちづくり推進課 コミュニティセンター職員年次・特別休暇・代休・時間外勤務命令簿

まちづくり推進課 コミュニティセンター施設土地借上関係書

まちづくり推進課 コミュニティセンター施設契約書（賃貸借・占用）

まちづくり推進課 コミュニティセンター長勤務月報
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まちづくり推進課 坂井市コミュニティセンター連絡協議会

まちづくり推進課 災害対応型自販機設置

まちづくり推進課 建築基準法第１２条第１項による定期検査（コミュニティセンター）

まちづくり推進課 コミュニティセンター　自動販売機

まちづくり推進課 コミュニティセンター修繕

まちづくり推進課 コミュニティセンター庶務関係

まちづくり推進課 防火対象物点検結果報告書

まちづくり推進課 コミュニティセンター消防設備修繕

まちづくり推進課 コミュニティセンター土地借上契約書

まちづくり推進課 コミュニティセンター樹木等管理委託業務

まちづくり推進課 旧春江東コミュニティーセンター賃貸借（福井地方法務局）

まちづくり推進課 コミュニティセンター長・職員会議

まちづくり推進課 コミュニティセンター長・職員研修

まちづくり推進課 コミュニティセンター講座

まちづくり推進課 コミュニティセンター事務機器賃貸借

まちづくり推進課 コミュニティセンター施設管理業務委託

まちづくり推進課 コミュニティセンター備品整備事業

まちづくり推進課 コミュニティセンター消防用設備点検報告書

まちづくり推進課 コミュニティセンター特殊建築物定期調査報告書

まちづくり推進課 コミュニティセンター起債事業

まちづくり推進課 コミュニティセンター使用料減免一括申請・許可

まちづくり推進課 高椋西部コミュニティセンター機能移転等

まちづくり推進課 春江東コミュニティセンター　アーモンド樹木土壌改良工事

まちづくり推進課 旧雄島コミュニティセンター跡地舗装工事

まちづくり推進課 アスベスト含有調査業務

まちづくり推進課 春江中コミュニティセンター会議室賃貸借（春江坂井ライオンズクラブ）

まちづくり推進課 旧雄島コミュニティセンター解体工事

まちづくり推進課 高椋西部コミュニティセンター竣工式

まちづくり推進課 大関コミュニティセンター農振除外手続き関係

まちづくり推進課 さかいマイロード事業

まちづくり推進課 予算・決算関係文書

まちづくり推進課 定期監査

まちづくり推進課 決算審査

財政課 第３セクター

財政課 指定管理者制度

財政課 指定管理者　募集要項

財政課 指定管理者　選定委員会

財政課 決算・定期監査　決算審査　成果表



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

財政課 行政経営課文書管理

財政課 事務事業評価

財政課 補助金等見直し

財政課 公共施設統廃合　

財政課 議会、会派対応関係

財政課 予算要求関係

財政課 PPP・PFI

財政課 地方行政サービス改革

財政課 連携中核都市圏（ファシリティマネジメント）

財政課 各種調査

財政課 県・市町課題解決推進チーム

財政課 行政改革大綱実施計画

財政課 行政改革推進協議会

財政課 行政改革推進本部

財政課 監査

財政課 一時借入金

財政課 五領川公共下水道管理補助金

財政課 新地方公会計制度

財政課 事務事業評価

財政課 行政改革

財政課 行財政問題研究会

財政課 坂井市公会計　財務四表

財政課 施行伺書

財政課 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

財政課 公共施設等総合管理計画

財政課 各種調査

財政課 公共施設状況調査　　

財政課 公共事業等施行状況調

財政課 地方財政状況調査

財政課 予算状況等調査

財政課 決算特別委員会

財政課 財政事情および特殊事情

財政課 財政健全化法

財政課 財政事情書の公表

財政課 予算書

財政課 予算事業別説明資料

財政課 予算書印刷契約書

財政課 繰越明許費



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

財政課 予算通達

財政課 法令外負担金等限度額調書

財政課 決算事業別説明資料

財政課 交付金交付通知書

財政課 地方交付税交付通知書

財政課 地方交付税

財政課 普通交付税算出資料

財政課 特別交付税　

財政課 譲与税譲与通知書

財政課 地方譲与税

財政課 各種起債に関する調

財政課 起債雑文書

財政課 起債同意書、同意予定

財政課 起債申請書

財政課 借入申込書、借用証書

財政課 事業完了報告書　

財政課 起債償還表

財政課 利率変更協議

財政課 基金

監理課 行政財産土地契約書

監理課 情報公開

監理課 公有建物火災等共済請求関係（罹災）

監理課 公有建物火災保険加入関係

監理課 燃料単価契約関係

監理課 公共嘱託登記関係

監理課 公印承認簿

監理課 総合賠償補償保険関係

監理課 公有財産現在高報告書

監理課 条例制定関係

監理課 道路・河川等占用許可申請書

監理課 土地境界立会い関係

監理課 寄附採納関係

監理課 監査（決算審査・定期監査）

監理課 調査・回答（財産管理）

監理課 多目的研修集会施設使用関係

監理課 要望・回答書

監理課 電気契約

監理課 会計年度任用職員　任用関係綴



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

監理課 九頭竜川河川敷占用外

監理課 普通財産関係契約書（土地売買・賃貸借）

監理課 普通財産貸付庶務

監理課 市有地払い下げ関係

監理課 法定外公共物関係

監理課 業務委託関係

監理課 普通財産整備工事

監理課 普通財産貸付料収入

監理課 公共施設敷地借上料関係

監理課 行政財産異動調書関係

監理課 行政財産使用許可・貸付関係

監理課 法定外公共物関係（丸岡町八丁・磯部福庄地係境界問題）

監理課 行政財産関係契約書（土地売買・賃貸借）

監理課 公会計管理台帳システム

監理課 行政財産目的外使用関係

監理課 公共施設敷地借上料

監理課 備品購入関係

監理課 備品借用・貸与関係

監理課 備品台帳

監理課 庁舎備品リース関係

監理課 自動車損害共済委託申込業務

監理課 長期継続契約（公用車）

監理課 公用車関係諸務

監理課 公用車購入・リース・廃車等台帳

監理課 公用車事故に関する調書

監理課 土地開発基金台帳　

監理課 土地開発基金現在高

監理課 土地開発基金庶務

監理課 庁舎整備　庶務（３年）

監理課 長期継続契約

監理課 庁舎整備　議会関係

監理課 庁舎整備　予算関係

監理課 庁舎整備　行政改革

監理課 庁舎整備　監査（決算審査・定期監査）

監理課 庁舎整備　要望書

監理課 庁舎建設工事（新築）　

監理課 庁舎建設工事（改修）　

監理課 庁舎建設工事（電気）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

監理課 庁舎建設工事（機械）　

監理課 庁舎建設工事（解体）

監理課 建設工事監理業務

監理課 庁舎整備移転業務

監理課 庁舎管理業務委託関係

監理課 庁舎修繕関係

監理課 公共施設アスベスト調査

監理課 防火管理業務

監理課 庁舎管理一般

監理課 庁舎改修工事関係

監理課 庁舎使用関係

監理課 市営駐車場・駐輪場関係（指定管理）

監理課 各業務委託契約作業点検報告書

監理課 長期継続契約（業務委託）期間満了分

監理課 長期継続契約（入札）

監理課 調査・回答

監理課 入札参加資格審査申請関係

監理課 入札参加資格変更届

監理課 入札関係

監理課 随意契約

監理課 研修・会議

監理課 指名委員会

監理課 設計・積算

監理課 指名停止及び建設工事等事故報告書

監理課 入札結果報告書

監理課 小規模工事等契約希望者登録・申請

監理課 入札参加通知及び公告

監理課 発注予定

監理課 通達・通知

監理課 入札閲覧簿

監理課 入札質疑･回答書

監理課 電子入札関係

監理課 一般競争入札（資格審査）　

監理課 現場代理人の兼務申請

営繕課 庶務文書

営繕課 公印承認簿

営繕課 確認申請書関係

営繕課 予算関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

営繕課 決算審査資料

営繕課 営繕業務 - 受付簿（設計・打合せ）

営繕課 営繕工事積算システム

営繕課 公共建築物自主点検報告書

営繕課 入札質疑回答

工事検査課 工事等現場パトロール

工事検査課 検査カード・委託業務等成績評定書（業務委託）

工事検査課 検査カード・工事成績評定書

工事検査課 議会関係

工事検査課 安全管理研修会

工事検査課 支出関係書類

工事検査課 決算特別委員会資料

工事検査課 各種調査

工事検査課 福井県地域発注者協議会

工事検査課 予算書、議案書

工事検査課 定期監査・決算審査関係

工事検査課 検査規程、要綱

工事検査課 工事検査業務委託契約書

課税課 契約書関係

課税課 県内出帳命令簿

課税課 坂井地区税務協議会

課税課 税証明

課税課 税務諸務関係

課税課 会計年度任用職員雇い入れ事務

課税課 地方交付税検査関係

課税課 市税納税通知書封筒作成事務

課税課 事務事業評価

課税課 地方税電子化協議会（ｅＬＴＡＸ）

課税課 ＤＶ防止法支援措置

課税課 高等学校等就学支援金所得割証明

課税課 公印使用簿

課税課 諸回答綴

課税課 普通交付税の額の算定に用いる基礎数値に関する綴

課税課 市町村税の税率に関する調べ

課税課 北越四県都市税務主管者会議綴り

課税課 マイナンバー社会保障・税番号制度に関する綴

課税課 前年度決算関係綴



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

課税課 県下九市税務主管者・担当者会議綴り

課税課 生活保護に関する通知

課税課 定期監査

課税課 市県民税に係る事務取扱内規

課税課 給与支払報告書

課税課 市県民税更正決定決議書

課税課 市県民税諸務　　　　　　

課税課 市県民税調定　　　

課税課 市県民税特別徴収異動届

課税課 市町村課税状況等調

課税課 市・県民税公示送達関係

課税課 市・県民税　扶養調査

課税課 市県民税減免申請

課税課 市県民税の租税条約に関する届出書に関する綴

課税課 地方税法第294条第3項による通知収受に関する綴

課税課 市県民税の当初賦課等に係る課税データ修正・確認に関する綴

課税課 市県民税に係る福井坂井地区広域市町村圏事務組合電子計算課に関する綴

課税課 市県民税の住登外課税に関する綴

課税課 市県民税の納税通知書（納付書）発送に関する綴

課税課 市県民税の国及び県通知通達（税制改正含む）に関する綴

課税課 市県民税の未申告はがきに関する綴

課税課 市県民税の課税資料閲覧申請に関する綴

課税課 市県民税の調査依頼の回答に関する綴

課税課 退職所得に対する住民税に関する綴

課税課 申告漏れ及び扶養控除等に関する連絡せん

課税課 市県民税の配当割額控除額、株式譲渡所得割額に関する綴

課税課 市県民税課税調査に関する綴

課税課 確定申告（住民税申告）期の事務に関する綴

課税課 市県民税に係る坂井地区税務協議会（三国税務署）に関する綴

課税課 市県民税課税資料の回送及び回送先調査に関する綴

課税課 市県民税における公的年金からの特別徴収制度に関する綴

課税課 確定申告書

課税課 住民税申告書

課税課 市県民税に係る課税資料（課税資料せん等）

課税課 市県民税に係る研修・会議等に係る復命、報告書に関する綴

課税課 市県民税寄付金控除対象者名簿



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

課税課 法人市民税額等更正決定通知書

課税課 法人市民税申告書

課税課 法人市民税調定

課税課 法人市民税督促関係

課税課 法人市民税納付書

課税課 法人設立・異動変更申告書

課税課 法人市民税保留状況一覧

課税課 法人市民税申告書発送事務

課税課 法人市民税庶務

課税課 法人市民税減免申請書

課税課 法人市民税還付関係

課税課 未登録法人調査関係

課税課 法人市民税未申告一覧

課税課 所得証明等に関する綴

課税課 給与特別徴収に関する綴

課税課 納期の特例に関する綴

課税課 市県民税印刷物発注に関する綴

課税課 電子申告利用届出書綴

課税課 課税原簿管理システム改修委託業務関係

課税課 個人住民税　納税管理人申告書

課税課 個人住民税　相続人代表者届出書

課税課 公的年金等の支払金額の変更に関する綴　

課税課 固定資産鑑定評価書（路線価書）

課税課 固定資産税概要調書

課税課 新築住宅に対する固定資産税減額申告書綴

課税課 固定資産税　住宅用地所有申告書

課税課 固定資産税　代表納税者申告書（変更届）

課税課 固定資産税公示送達関係

課税課 固定資産税更正決定決議書

課税課 固定資産税諸務

課税課 償却資産綴

課税課 固定資産税調定

課税課 固定資産税評価替え関係

課税課 国有資産等所在市町村交付金

課税課 償却資産申告書　

課税課 土地家屋登記税通（登記済通知書）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

課税課 固定資産税　減免・軽減等申告書（新型コロナ軽減）

課税課 固定資産税　非課税申請書

課税課 固定資産税　未登記家屋賦課名義人変更届

課税課 納税通知書送達先変更届

課税課 固定資産税　相続人代表者申告書

課税課 固定資産税　納税管理人申告書（変更申告書）

課税課 固定資産税　更正決裁・資料綴

課税課 固定資産税　納税通知書発送業務（受領書）

課税課 固定資産税　縦覧申請書綴

課税課 固定資産税　相続税法５８条の規定による通知書（控え）

課税課 固定資産税　家屋滅失届

課税課 固定資産税の調査依頼の回答に関する綴（県分）

課税課 固定資産税の調査依頼の回答に関する綴（県以外分）

課税課 固定資産時点修正業務

課税課 固定資産情報公開関係綴

課税課 家屋用途変更届綴

課税課 固定資産税償却資産に係る価格等の配分通知

課税課 相続放棄に関する綴

課税課 軽自動車税減免申請書

課税課 軽自動車税異動リスト

課税課 軽自動車税月次調定・登録台数月賦・更正

課税課 軽自動車税登録・廃車申告書

課税課 軽自動車税公示送達関係

課税課 軽自動車税課税取消

課税課 軽自動車税課税保留

課税課 軽自動車税諸務

課税課 農耕作業用車登録促進関係

課税課 軽自動車税　環境性能割

課税課 軽自動車税市外者住所変更依頼

課税課 軽自動車税納税通知書送達先調査

課税課 相続人代表者申告関係（軽自動車税）

課税課 国保税課税状況調

課税課 国民健康保険税更正決定決議書

課税課 国民健康保険税諸務

課税課 国民健康保険税調定

課税課 国民健康保険税賦課資料回答



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

課税課 国民健康保険税賦課資料照会

課税課 国民健康保険税公示送達関係

課税課 国民健康保険税減免申請書

課税課 国民健康保険税未申告

課税課 国民健康保険税当初賦課資料

課税課 国民健康保険税遡及賦課・還付対象者一覧

課税課 国民健康保険税仮徴収額決定通知一覧表

課税課 国民健康保険税広域市町村圏電子計算課に関する綴

課税課 国民健康保険税軽減申請書（非自発的失業者分）

課税課 国民健康保険税特別徴収停止依頼書

課税課 国民健康保険税特別徴収返納金納入告知書

課税課 国民健康保険税会計検査関係

課税課 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免関係諸務

課税課 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書

課税課 税率改正資料

課税課 国民健康保険税公用証明交付申請書

課税課 たばこ税諸務

課税課 たばこ税調定書

課税課 たばこ税申告書

課税課 入湯税申告書

課税課 入湯税諸務

納税課 家庭内暴力（ＤＶ）支援措置

納税課 歳入更正・歳出更正　会計伝票綴

納税課 条例・規則等の制定・改正

納税課 税務署・県・協会等団体に関する書類

納税課 契約等に関する書類

納税課 県直接徴収及び地方税滞納整理機構に関する書類

納税課 不服申立てに関する書類

納税課 マルチペイメントに関する書類

納税課 国民健康保険証に関する書類

納税課 国民健康保険療養費等支給に関する書類

納税課 電算処理申請に関する書類

納税課 決算審査・定期監査・主要事業の成果・例月出納検査

納税課 公印（徴収専用）使用簿

納税課 公印（納税課長）使用簿

納税課 予算要求関係書類



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

納税課 生活保護に関する綴り

納税課 市税納付状況調査

納税課 郵便切手受払簿

納税課 福祉総合相談室との連携会議

納税課 研修に関する書類

納税課 国民健康保険税振替

納税課 税外債権　担当者会議等に関する書類

納税課 税外債権移管に関する書類

納税課 税外債権に係る調査・回答

納税課 税外債権　ヒアリングに関する書類

納税課 税外債権　電算システム導入に関する書類

納税課 税外債権　完納分滞納整理フォルダ

納税課 税外債権　不納欠損

納税課 税外債権　定期監査

納税課 税外債権　決算審査

納税課 税外債権　行政改革大綱実施計画

納税課 税外債権　事務事業評価

納税課 税外債権　議会に関する書類

納税課 税外債権　予算要求関係書類

納税課 税外債権　生活再建型滞納整理事業

納税課 税外債権　相続人に関する書類

納税課 税外債権　所在調査に関する書類

納税課 徴収実績（月報）等収納成果に関する書類

納税課 庁内調査

納税課 居所不明に関する調査・回答

納税課 官公庁滞納者等実態調査・回答

納税課 官公庁その他調査・回答

納税課 生命保険等調査回答（総括）

納税課 預貯金調査回答（総括）

納税課 破産事件に関する書類

納税課 債権の差押

納税課 公売

納税課 換価の猶予

納税課 督促状の発送

納税課 催告等

納税課 公示送達（督促状）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

納税課 不納欠損

納税課 納入済通知書

納税課 還付に関する書類

納税課 個人県民税に関する書類

納税課 滞納繰越集計資料

納税課 過誤納金整理票

納税課 口座振替中止依頼書

納税課 口座振替明細書

納税課 県下9市税務担当者会議

納税課 コンビニ収納

納税課 完納分滞納整理フォルダ

納税課 過誤納金還付請求書

納税課 日計表

納税課 口座分納

納税課 日本年金機構　債権差押にかかる債権履行

納税課 市税領収証書

納税課 口座振替一覧表

納税課 口座振替再振替通知・不能通知一覧表

納税課 口座振替中止管理簿

納税課 備品台帳

納税課 官庁会計システム（ＡＤＡＭＳⅡ）

納税課 予納に関すること

納税課 福井銀行一括差押

納税課 （コロナ特例）徴収猶予

福祉総務課 福祉基金台帳

福祉総務課 社会福祉法人定款関係

福祉総務課 社会福祉法人関係

福祉総務課 社会福祉法人監査関係

福祉総務課 社会福祉法人現況報告書

福祉総務課 坂井市福祉保健総合計画関係書

福祉総務課 寄付・採納関係書

福祉総務課 NPO等ボランティア有償運送サービス関係

福祉総務課 熊谷財団　寄付関係

福祉総務課 生活保護申請決定関係　

福祉総務課 生活保護費等国庫負担金・補助金関係綴

福祉総務課 生活保護台帳関係書類ファイル　



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

福祉総務課 生活保護費等県費負担金・補助金関係綴

福祉総務課 生活保護開始決定通知

福祉総務課 生活保護ケース番号搭載簿

福祉総務課 保護申請取り下げ書

福祉総務課 立入調査票管理（生活保護法第２８条）

福祉総務課 生活保護廃止・停止・却下決定通知

福祉総務課 生活困窮者　アウトリーチ支援事業（ひきこもり）

福祉総務課 生活保護廃止台帳   

福祉総務課 面接記録票

福祉総務課 ケース診断会議　

福祉総務課 生活保護 29条調査

福祉総務課 生活保護　扶養調査

福祉総務課 救護施設入所依頼書

福祉総務課 生活保護変更決定通知書

福祉総務課 債権管理関係

福祉総務課 63条返還金決定通知書

福祉総務課 78条徴収金決定通知書

福祉総務課 関係機関調査依頼

福祉総務課 関係機関情報提供

福祉総務課 業務実施方針

福祉総務課 現在地保護

福祉総務課 経理状況報告(生活保護）

福祉総務課 福祉行政報告例

福祉総務課 施行事務監査(生活保護）

福祉総務課 調査報告関係

福祉総務課 交付税検査

福祉総務課 就労自立促進事業　生活困窮者

福祉総務課 被保護者就労支援事業

福祉総務課 救護施設事務費

福祉総務課 課税調査結果一覧

福祉総務課 年金加入状況管理進行表

福祉総務課 資産保有台帳一覧表

福祉総務課 生活保護受給証明書

福祉総務課 生活保護ＯＡ機器等関係綴

福祉総務課 生活保護システム関係

福祉総務課 生活保護マイナンバー関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

福祉総務課 嘱託医日誌

福祉総務課 診療報酬費決定通知書

福祉総務課 診療報酬再審査請求綴

福祉総務課 診療報酬再審査結果綴

福祉総務課 医療・調剤券交付処理簿

福祉総務課 長期入院実態把握者名簿

福祉総務課 税福祉連携会議

福祉総務課 頻回受診者通院台帳

福祉総務課 自立支援医療適用確認台帳

福祉総務課 検診命令依頼書

福祉総務課 支払基金契約関係

福祉総務課 医療扶助に関する書類

福祉総務課 生活困窮者　支援調整会議

福祉総務課 向精神薬関係

福祉総務課 精神通院医療の優先活用

福祉総務課 ケース訪問計画表兼査察指導台帳

福祉総務課 介護券交付処理簿

福祉総務課 介護給付費公費受給者一覧表

福祉総務課 介護扶助に関する業務

福祉総務課 健康管理支援

福祉総務課 その他生活保護に関する書類

福祉総務課 生活困窮者　自立相談支援事業

福祉総務課 生活困窮者　住居確保給付金

福祉総務課 生活困窮者　家計改善支援事業

福祉総務課 生活困窮者　就労準備事業

福祉総務課 生活困窮者　一時生活支援事業

福祉総務課 生活困窮者　子どもの学習・生活支援事業

福祉総務課 生活困窮者　認定就労訓練事業（無料職業紹介）

福祉総務課 生活困窮者自立支援（ひきこもり）

福祉総務課 生活困窮者自立支援終結台帳

福祉総務課 生活困窮者自立支援法関係通知

福祉総務課 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金

福祉総務課 生活困窮者就労準備支援事業等補助金

福祉総務課 生活困窮者自立支援　その他

福祉総務課 生活再建型滞納整理事業（ファイナンシャルプランニング業務）

福祉総務課 相談支援包括化推進会議



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

福祉総務課 多機関の協働による包括化推進に関する書類

福祉総務課 相談支援包括化個別会議

福祉総務課 要保護児童対策協議会に関する書類

福祉総務課 成年後見に関する書類

福祉総務課 公印承認簿

福祉総務課 社会保障生計調査

福祉総務課 生活困窮者　アウトリーチ支援事業（ひきこもり）

福祉総務課 社会福祉協議会補助金等関係

福祉総務課 災害救助事務

社会福祉課 臨時雇用関係

社会福祉課 庁内他課照会文書・調書

社会福祉課 陳情・要望書

社会福祉課 社会福祉表彰関係

社会福祉課 民生委員・児童委員一斉改選関係

社会福祉課 民生児童委員協議会

社会福祉課 民児協　調査・報告等

社会福祉課 民児協関係　大会・研修会案内等

社会福祉課 民児協　研修企画委員会等研修関係

社会福祉課 民児協　広報編集委員会関係

社会福祉課 主任児童委員関係

社会福祉課 更生保護に関する書類

社会福祉課 その他３年保存することを必要とする文書　（社会福祉）　

社会福祉課 社会福祉課所管例規関係

社会福祉課 墓埋法第9条（埋葬等）取扱

社会福祉課 災害見舞金関係

社会福祉課 行旅死亡人及び病人に関する書類

社会福祉課 行旅病人等関係綴

社会福祉課 坂井西警察署　冷蔵保管庫

社会福祉課 自殺対策事業関係

社会福祉課 行旅病人等事業関係綴

社会福祉課 遺族連合会

社会福祉課 遺族会

社会福祉課 英霊顕彰会

社会福祉課 福祉団体補助金関係

社会福祉課 社会を明るくする運動

社会福祉課 英霊奉賛会関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

社会福祉課 血液事業関係書類

社会福祉課 日本赤十字奉仕団関係書類

社会福祉課 その他戦争犠牲者に関する書類

社会福祉課 特別弔慰金関係

社会福祉課 災害時要援護者支援制度

社会福祉課 障害者の就労報告帳票

社会福祉課 障害者総合支援法関係　契約書

社会福祉課 その他３年保存することを必要とする文書　（障害者福祉）

社会福祉課 自立支援給付事業者請求エラー

社会福祉課 重度医療所得見直し

社会福祉課 知的障害者に関する諸務書類

社会福祉課 訪問入浴サービス請求明細書

社会福祉課 高額障害者福祉サービス等給付に関する書類

社会福祉課 障害福祉サービス等負担額見直しに関する書類

社会福祉課 移動支援請求明細書

社会福祉課 過誤申立書　（障害者福祉）

社会福祉課 契約内容報告書　（障害者福祉）

社会福祉課 厚生省報告例に関する書類　（障害者福祉）

社会福祉課 坂井市心身障害児者福祉連合会

社会福祉課 坂井市身体障害者福祉協会

社会福祉課 坂井地区障害児･者総合支援協議会文書

社会福祉課 自動車改造助成事業に関する書類

社会福祉課 自立支援給付費等国庫負担（補助）金関係文書

社会福祉課 住宅改造助成事業

社会福祉課 重症心身障害児（者）福祉手当支給事業に関する書類

社会福祉課 重症心身障害児（者）福祉手当所得状況届に関する書類

社会福祉課 重症心身障害児（者）福祉手当申請等に関する書類

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費エラー

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費関連

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費受給資格認定申請書（一般）・更新・喪失届

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費助成資格異動リスト

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費申請書・明細書（毎月支払い分）

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費補助金関係

社会福祉課 手話通訳等派遣事業

社会福祉課 手話講習会開催事業

社会福祉課 障害支援区分認定調査に関する文書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

社会福祉課 障害支援区分認定調査事務文書（国・県通知）

社会福祉課 障害者虐待防止事業　関係

社会福祉課 障害者施設入所状況報告書

社会福祉課 障害者自立支援医療関連

社会福祉課 障害者自立支援医療（更生医療）期間延長に関する書類

社会福祉課 障害者自立支援医療（更生医療）給付申請に関する書類

社会福祉課 障害者自立支援医療連名簿

社会福祉課 障害者自立支援医療（育成医療）事務に関すること

社会福祉課 身体・知的障害者に関する諸務書類

社会福祉課 障害者自立支援医療（育成医療）連名簿

社会福祉課 精神手帳・自立支援医療（精神通院）申請・交付関係

社会福祉課 障害者自立支援医療（精神通院）に関する書類

社会福祉課 障害者就労施設等への優先発注に関する綴

社会福祉課 障害福祉サービス事業所の指定について

社会福祉課 障害福祉サービス事業所実地検査

社会福祉課 障害福祉サービス等の申請に関する書類 

社会福祉課 身体障害者に関する国・県等通知書類

社会福祉課 身体障害者手帳交付申請書・再交付・再認定申請

社会福祉課 精神障害者関係

社会福祉課 精神障害者保健福祉手帳に関すること

社会福祉課 相談支援事業

社会福祉課 地域活動支援センター事業文書

社会福祉課 地域生活支援事業関係書

社会福祉課 地域生活支援事業費等補助金関係書

社会福祉課 特別児童扶養手当事務費交付金

社会福祉課 特別児童扶養手当所得状況届に関する書類

社会福祉課 特別児童扶養手当認定請求書・額改定

社会福祉課 特別児童扶養手当文書

社会福祉課 特別児童扶養手当変更届

社会福祉課 特別障害者手当等福祉行政報告例(第２５表）

社会福祉課 特別障害者手当等に関する書類

社会福祉課 特別障害者手当等所得状況届に関する書類

社会福祉課 特別障害者手当認定等に関する書類

社会福祉課 障害児福祉手当(福祉手当）認定等に関する書類

社会福祉課 日常生活用具給付・貸与申請に関する書類

社会福祉課 日中一時支援事業文書（申請等）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

社会福祉課 日中一時支援請求明細書

社会福祉課 日本放送協会放送受信料免除に関する書類

社会福祉課 福祉タクシー事業所の指定に関する書類

社会福祉課 福祉タクシー利用申請に関する書類

社会福祉課 補装具交付・修理申請に関する書類

社会福祉課 訪問入浴サービス事業に関する書類

社会福祉課 療育手帳交付申請書・再交付・再更新申請

社会福祉課 有料道路通行料金割引証交付申請に関する書類

社会福祉課 重度心身障害者（児）等医療費の返還

社会福祉課 心身障害者扶養共済制度に関する書類

社会福祉課 基準該当障害福祉サービスに関する書類

社会福祉課 坂井市心身障害者福祉施設整備事業関係綴

社会福祉課 障害者相談員に関する書類

社会福祉課 身体障害者更生指導台帳

社会福祉課 特別児童扶養手当通知関係

社会福祉課 障がい者手帳情報の提供に関すること

社会福祉課 更正訓練費支給関係

社会福祉課 自発的活動支援事業

社会福祉課 自立支援医療（精神通院）支給申請に関すること

社会福祉課 障害福祉サービス負担金見直しに関する申請書類

社会福祉課 介護給付費　訓練等給付費　支給申請書

社会福祉課 障害者差別解消に関すること

社会福祉課 全国手話言語市区長会関係

社会福祉課 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業（補助金等）

社会福祉課 障害者等理解促進研修・啓発事業

社会福祉課 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業（補助金等）

社会福祉課 成年後見利用促進

社会福祉課 補装具製作業者委託に関する書類　

社会福祉課 特別障害者手当等受給者台帳　

社会福祉課 日常生活用具業者委託に関する書類

社会福祉課 自立支援（介護給付）

社会福祉課 自立支援（障害児）

社会福祉課 自動車操作訓練費助成事業

社会福祉課 障害福祉サービス支給関係

社会福祉課 障害児通所給付費支給関係

社会福祉課 自立支援医療受給者証（交付）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

社会福祉課 重度心身障害者医療費交付申請書

社会福祉課 地域生活支援事業利用申請書

社会福祉課 特別障害・特別児童扶養・障害児福祉手当関係

社会福祉課 特別支援学校通学バス関係

社会福祉課 障害者手帳交付リスト

社会福祉課 重度障害者医療費受給資格登録申請書

社会福祉課 自立支援（訓練等給付費）

社会福祉課 自立支援給付療養介護医療連名簿

社会福祉課 三国希望園指定管理者関係

社会福祉課 難病日常生活用具業者契約書

社会福祉課 精神通院医療給付申請に関する書類

社会福祉課 精神障害者等医療費受給資格認定・更新・喪失届

社会福祉課 精神障害者等医療費申請書・明細書（毎月支払分）

社会福祉課 重症心身障害児（者）福祉手当台帳

社会福祉課 障害者手当に関する書類

社会福祉課 自動車（取得）税減免証明に関する書類

社会福祉課 障害児通所支援事業

高齢福祉課 議会関係　

高齢福祉課 高齢福祉関係会議

高齢福祉課 坂井健康増進センター　

高齢福祉課 敬老会　　

高齢福祉課 県民長寿祭

高齢福祉課 厚生省報告例関係

高齢福祉課 高齢者基礎資料調査

高齢福祉課 高齢者福祉予算関係　　

高齢福祉課 全国健康福祉祭関係

高齢福祉課 老人クラブ連合会補助金（市）　　

高齢福祉課 福井県老人クラブ育成功労者表彰

高齢福祉課 高齢者虐待（施設関係）

高齢福祉課 情報セキュリティ

高齢福祉課 老人クラブ連合会補助金（県）

高齢福祉課 個人情報保護関係

高齢福祉課 調査関係　　

高齢福祉課 普通交付税・特別交付税関係資料

高齢福祉課 坂井市福祉保健総合計画（高齢者福祉計画）

高齢福祉課 番号法関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

高齢福祉課 決算審査・定期監査関係

高齢福祉課 表彰関係

高齢福祉課 備品台帳

高齢福祉課 決算特別委員会関係

高齢福祉課 事務事業評価

高齢福祉課 高齢者福祉条例関係

高齢福祉課 坂井市福祉保健総合計画（成年後見制度利用促進基本計画）

高齢福祉課 坂井市福祉保健総合計画（健康増進計画）

高齢福祉課 新型コロナウイルス感染症対策

高齢福祉課 避難行動要支援者避難計画に関すること

高齢福祉課 高齢福祉課に関する書類

高齢福祉課 老人憩いの広場

高齢福祉課 ひとり暮らし雪下ろし事業

高齢福祉課 ひとり暮らし老人等台帳

高齢福祉課 緊急通報装置関係

高齢福祉課 高齢者宅訪問事業

高齢福祉課 住宅改修支援事業

高齢福祉課 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

高齢福祉課 在宅医療・介護連携推進事業　

高齢福祉課 住まい環境整備支援事業

高齢福祉課 緊急通報装置（委託契約）

高齢福祉課 認知症施策推進事業

高齢福祉課 在宅介護ほっとひといき支援事業

高齢福祉課 認知症サポーター養成事業

高齢福祉課 すこやか介護用品支給事業　

高齢福祉課 認知症施策推進事業

高齢福祉課 認知症予防対策事業

高齢福祉課 紙おむつ医療費控除証明書関係

高齢福祉課 老人福祉施設入所者生活調査

高齢福祉課 老人福祉施設入所判定委員会

高齢福祉課 老人保護措置

高齢福祉課 老人福祉施設費用徴収（申告・決定）

高齢福祉課 老人措置電算処理票

高齢福祉課 養護老人ホーム退所者関係

高齢福祉課 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

高齢福祉課 生活・介護支援サポーター事業　　



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

高齢福祉課 高齢者ＳＯＳネットワーク事業

高齢福祉課 介護マーク事業

高齢福祉課 高齢者権利擁護宿泊事業

高齢福祉課 坂井市高齢者応援商品券事業　

高齢福祉課 地域介護予防活動事業　

高齢福祉課 介護予防拠点施設事業

高齢福祉課 介護予防普及啓発事業

高齢福祉課 食育推進検討会

高齢福祉課 介護者支援に関すること

高齢福祉課 外国人高齢者福祉手当

高齢福祉課 研修に関すること　　

高齢福祉課 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画

高齢福祉課 介護保険事業計画策定委員会

高齢福祉課 介護保険事業所関係

高齢福祉課 坂井地区広域連合関係書類

高齢福祉課 坂井地区広域連合負担金

高齢福祉課 介護予防サービスケアプラン作成に係る委託契約書

高齢福祉課 介護認定者にかかる障害者控除

高齢福祉課 地域包括支援センター会計年度任用職員

高齢福祉課 介護予防ケアプラン作成手数料

高齢福祉課 介護保険料関係　　

高齢福祉課 介護保険

高齢福祉課 通いの場事業

高齢福祉課 介護保険事業所運営推進会議に関すること

高齢福祉課 地域包括支援センター（委託）に関すること

高齢福祉課 空家改修支援事業

高齢福祉課 坂井市高齢者虐待防止ネットワーク協議会

高齢福祉課 重層的支援体制整備事業

高齢福祉課 障害者控除対象者認定事務

高齢福祉課 成年後見制度関係綴　

高齢福祉課 地域包括支援センター事業庶務

高齢福祉課 地域包括支援センター契約に関すること

高齢福祉課 介護給付費等支払決定額通知書・内訳書

高齢福祉課 坂井市地域包括支援センター連絡会に関すること

高齢福祉課 給付管理に関すること　　

高齢福祉課 高齢者虐待防止に関すること



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

高齢福祉課 高齢者の権利擁護に関すること

高齢福祉課 介護予防サービス計画作成委託料に関すること

高齢福祉課 地域ケア会議関係

高齢福祉課 地域包括支援センター設置届出

高齢福祉課 通所事業（短期集中通所サービスＣ）

高齢福祉課 介護予防事業（音楽・体操いきいき教室）　　

高齢福祉課 相談記録表

高齢福祉課 介護予防支援サービス利用契約書

高齢福祉課 介護保険関係申請受付簿

高齢福祉課 地域包括支援センター事業（実績・報告）　　

高齢福祉課 介護予防ケアマネジメントプラン綴り（委託）　　

高齢福祉課 相談受付票・基本チェックリスト綴り

高齢福祉課 地域包括支援センター民間委託

高齢福祉課 介護予防ケアマネジメント作成委託料に関すること

高齢福祉課 居住支援協議会

高齢福祉課 地域包括支援センター付随事業契約

高齢福祉課 成年後見制度関係（中核機関）

高齢福祉課 地域包括支援センター業務付随事業

高齢福祉課 地域包括支援センター廃止に関すること

高齢福祉課 地域支援事業

高齢福祉課 生活支援体制整備事業

高齢福祉課 保険者機能強化推進事業

高齢福祉課 訪問サービスB事業

高齢福祉課 地域リハビリテーション活動支援事業

高齢福祉課 フレイル予防事業　

高齢福祉課 ケアマネジメント支援業務（ケアプラン確認等）

高齢福祉課 自立支援型地域ケア会議　

高齢福祉課 総合事業

高齢福祉課 訪問サービスＣ事業

健康増進課 公印承認簿

健康増進課 出張命令簿

健康増進課 保健センター・物品借用申請

健康増進課 二次救急医療運営事業費補助金

健康増進課 特定健診・特定保健指導事業関係

健康増進課 国保保健事業関係

健康増進課 健康診査関係　（基本・特定・後期）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

健康増進課 公有財産報告

健康増進課 決算審査・定期監査

健康増進課 備品台帳

健康増進課 議会・委員会

健康増進課 坂井市健康なまちづくり推進協議会

健康増進課 わがまち健康推進員

健康増進課 DV対策関連綴

健康増進課 各種調査関係

健康増進課 学生実習関係

健康増進課 救急医療関係

健康増進課 在宅当番医制運営事業

健康増進課 病院群輪番制運営事業

健康増進課 小児救急医療支援事業

健康増進課 健康づくり関係

健康増進課 陳情及び要望関係

健康増進課 国・県通知通達関係（母子保健）

健康増進課 保健衛生条例関係（規則・要綱等）

健康増進課 保健関係一般文書

健康増進課 健康増進計画等関係  

健康増進課 人事関係（保健）

健康増進課 国・県通知通達（栄養）

健康増進課 地域医療関係（医師会等）

健康増進課 食育推進計画関係

健康増進課 保健センター管理

健康増進課 社会保障・税番号制度に関すること

健康増進課 表彰関係

健康増進課 任意予防接種関係

健康増進課 定期予防接種関係

健康増進課 特例予防接種関係

健康増進課 予防接種健康被害調査関係

健康増進課 予防接種予診票

健康増進課 健康サポーター事業

健康増進課 健康都市推進事業関係

健康増進課 地域保健・健康増進事業報告関係

健康増進課 予防接種一般文書関係

健康増進課 感染症予防事業費等国庫負担（補助）金関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種関係

健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種外部委託（NTT）

健康増進課 新型コロナウイルスワクチン接種実施計画

健康増進課 感染症関係

健康増進課 新型インフルエンザ関係

健康増進課 新型コロナウイルス感染症関係

健康増進課 母子保健推進員関係

健康増進課 母子保健関係

健康増進課 妊婦教室

健康増進課 歯と離乳食教室

健康増進課 母子訪問事業

健康増進課 思春期教室

健康増進課 要支援(児・者)ケース記録

健康増進課 要保護児童地域対策協議会関係

健康増進課 母子保健関係（メール相談）

健康増進課 母子保健関係　（研修等案内通知・復命書）

健康増進課 妊娠届出書

健康増進課 妊婦乳児健診関係

健康増進課 妊婦健診受診券

健康増進課 乳児健診受診票

健康増進課 妊婦健診関係（子宮がん検診）

健康増進課 妊婦乳児健診関係（県外受診助成）

健康増進課 母子保健調査・報告関係

健康増進課 育児相談事業

健康増進課 育児相談問診票

健康増進課 乳幼児発達相談事業

健康増進課 幼児健診事業

健康増進課 一歳六ｹ月児健診問診票等

健康増進課 三歳児健診問診票等

健康増進課 特定不妊治療費助成事業　

健康増進課 産後ケア事業

健康増進課 母子保健補助金関係

健康増進課 こころの健康づくり事業

健康増進課 栄養業務関係

健康増進課 食育関係

健康増進課 食育ネットワーク事業



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

健康増進課 食中毒関係

健康増進課 食生活改善推進員関係

健康増進課 食生活改善推進員活動

健康増進課 がん検診関係

健康増進課 健康教育・相談関係

健康増進課 基本健診関係

健康増進課 成人歯科保健関係

健康増進課 健康増進実績関係

健康増進課 受動喫煙・禁煙対策関係

健康増進課 がん検診結果

健康増進課 基本健診結果

健康増進課 後期高齢者健康診査事業　

健康増進課 後期高齢者健康診査結果（個別・歯科個別健診受診票）

健康増進課 がん検診関係(受診勧奨事業)

健康増進課 成人訪問事業

健康増進課 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業

健康増進課 健康ポイント関係事業

健康増進課 ふくい健康づくり推進事業補助金

健康増進課 高齢者の保健事業関係

健康増進課 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金事業

子ども福祉課 臨時職員雇用伺い綴り

子ども福祉課 各課への調査回答　

子ども福祉課 交通遺児救援金支給台帳

子ども福祉課 児童虐待・ＤＶ対策支援事業補助金関係

子ども福祉課 女性相談記録綴

子ども福祉課 婦人福祉協議会綴（補助金等）

子ども福祉課 決算書（資料含む）

子ども福祉課 利用者支援事業

子ども福祉課 利用者支援事業　相談記録綴

子ども福祉課 予算書・要求書　

子ども福祉課 国・県通達関係（女性福祉）

子ども福祉課 課長公印承認簿

子ども福祉課 ＤＶ・ストーカー相談情報共有関係書類綴

子ども福祉課 子ども・子育て支援事業計画

子ども福祉課 子ども・子育て会議

子ども福祉課 県等に対する重要要望綴



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

子ども福祉課 国・県・市等表彰関係

子ども福祉課 ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書

子ども福祉課 ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更等

子ども福祉課 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

子ども福祉課 母子・父子寡婦福祉資金償還関係綴

子ども福祉課 ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請・喪失届

子ども福祉課 母子・父子寡婦福祉資金貸付関係

子ども福祉課 要保護児童対策地域協議会

子ども福祉課 国・県調査報告（児童福祉関係）

子ども福祉課 家庭・児童相談関係綴

子ども福祉課 児童虐待の防止等に関する綴

子ども福祉課 里親に関する綴

子ども福祉課 子育て短期支援事業関係

子ども福祉課 すまいるＦカード事業

子ども福祉課 子育てマイスター地域活動推進事業

子ども福祉課 国・県からの通達・通知（児童福祉）

子ども福祉課 子ども家庭総合支援拠点に関すること

子ども福祉課 養育医療給付事業

子ども福祉課 多子世帯子育て支援事業

子ども福祉課 家庭育児応援手当文書綴

子ども福祉課 家庭育児応援手当支給関係綴

子ども福祉課 家庭育児応援手当認定申請書

子ども福祉課 子育て世帯臨時特別給付金支給事業

子ども福祉課 相談支援包括化推進会議（さかまる・チーム会議）

子ども福祉課 児童手当支給関係綴

子ども福祉課 児童手当交付金綴

子ども福祉課 児童手当指導監査資料綴

子ども福祉課 児童手当受給資格者の認定及び異動状況綴

子ども福祉課 児童手当額改定届綴

子ども福祉課 児童手当現況届綴

子ども福祉課 児童手当変更届

子ども福祉課 児童扶養手当現況届綴

子ども福祉課 児童扶養手当受給者の認定及び異動状況綴

子ども福祉課 児童扶養手当認定請求書・額改定・喪失届綴

子ども福祉課 児童扶養手当交付金綴

子ども福祉課 児童扶養手当文書綴



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

子ども福祉課 児童扶養手当変更届綴

子ども福祉課 児童扶養手当支給関係綴

子ども福祉課 児童扶養手当と公的年金給付等との併給関係綴

子ども福祉課 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

子ども福祉課 児童扶養手当等返還金納付台帳

子ども福祉課 児童扶養手当指導監査

子ども福祉課 子ども医療受給資格内容変更等

子ども福祉課 子ども医療費受給認定申請・喪失届

子ども福祉課 児童小遊園地遊具整備事業綴

子ども福祉課 子育て支援センター事業

子ども福祉課 子ども・子育て支援事業交付金

子ども福祉課 （支援センター）安全管理関係 

子ども福祉課 （支援センター）子育て支援センター事業 

子ども福祉課 （支援センター）報告等関係 

子ども福祉課 会計実地検査関係綴

子ども福祉課 （支援センター）活動日誌 

子ども福祉課 （支援センター）担当者会議 

子ども福祉課 子育て支援員研修関係綴

子ども福祉課 病児・病後児保育事業

子ども福祉課 すみずみ子育てサポート事業

子ども福祉課 地域子育て支援拠点事業（委託）

子ども福祉課 病児・病後児保育利用票

子ども福祉課 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業補助金関係（病児病後児）

子ども福祉課 病児・病後児保育利用登録申請書

子ども福祉課 母子福祉関係綴

子ども福祉課 母子寡婦福祉連合会関係綴（補助金含む）

子ども福祉課 一時保護および証明関係（女性福祉）

子ども福祉課 ひとり親家庭学習支援事業綴

子ども福祉課 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業（高校生通学費助成）

子ども福祉課 ひとり親家庭等の高校生通学費助成申請書

子ども福祉課 母子福祉関係通達・要綱

子ども福祉課 母子福祉（母子家庭等）関係調査回答（県・国等）

子ども福祉課 母子・父子相談・支援関係（記録等）

子ども福祉課 母子・父子自立支援員相談指導報告書綴

子ども福祉課 児童入所施設（母子生活支援施設）措置費等負担金関係

子ども福祉課 母子家庭等対策総合支援事業補助金交付申請関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

子ども福祉課 母子家庭等日常生活支援事業綴

子ども福祉課 交通遺児救援金支給関係綴

子ども福祉課 交通災害等遺児関係

子ども福祉課 福祉医療支給明細書(子ども・ひとり親家庭等)

子ども福祉課 福祉医療に関する書類(子ども・ひとり親家庭等)

子ども福祉課 福祉医療費補助金関係綴(子ども・ひとり親家庭等)

子ども福祉課 医療費助成申請書（子ども・ひとり親家庭等）

子ども福祉課 福祉医療支給に関する書類（高額受給者・エラーチェック等）

保育課 臨時職員雇用伺い綴

保育課 各課への調査回答

保育課 福祉行政報告

保育課 用地取得関係（子育て支援課所管）

保育課 陳情・要望書綴

保育課 国・県・市等表彰関係（子育て支援課所管）

保育課 保育カウンセラー事業

保育課 子育てすくすく支援事業

保育課 社会福祉施設における感染拡大防止対策事業費補助金

保育課 児童館運営委員会綴

保育課 児童福祉施設指導監査資料

保育課 児童館指導監査資料

保育課 児童館利用状況

保育課 児童館施設管理

保育課 （児童館）一般文書綴

保育課 （児童館）事務日誌

保育課 （児童館）事件・事故報告書

保育課 （児童館）予算差引簿

保育課 （児童館）利用状況表

保育課 （児童館）遊具等点検簿

保育課 （児童館）職員研修

保育課 （児童館）行事予定表

保育課 （児童館）避難訓練記録

保育課 児童館・児童クラブ職員賃金関係綴

保育課 長畑児童館廃止・解体

保育課 長畑児童館解体工事

保育課 児童クラブ負担金振替関係

保育課 放課後児童健全育成事業補助金関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保育課 児童クラブ入会申込書綴

保育課 （児童クラブ）事務日誌

保育課 （児童クラブ）一般文書綴

保育課 （児童クラブ）職員研修

保育課 （児童クラブ）行事予定表

保育課 （児童クラブ）避難訓練記録

保育課 （児童クラブ）事件・事故報告書

保育課 （児童クラブ）代休簿・年休簿・時間外勤務

保育課 （児童クラブ）予算差引簿

保育課 （児童クラブ）利用状況表

保育課 児童クラブ委託契約関係

保育課 児童クラブ施設管理

保育課 児童クラブ入会承諾関係

保育課 児童クラブ休会・退会・変更届

保育課 児童クラブ口座振替依頼書綴

保育課 ひとり親家庭等児童クラブ利用料減免・助成関係

保育課 ひとり親家庭等の子育て安心プラン事業補助金関係（児童クラブ)

保育課 福祉サービス苦情解決第三者委員関係

保育課 保育所管理

保育課 国、県への調査回答（保育関係）

保育課 財産に関する調書控

保育課 坂井市公立保育園長会・坂井市保育研究会

保育課 日本スポーツ振興センター

保育課 保育所認可申請書（所長、定員、設置）

保育課 認可外保育施設関係

保育課 保育所嘱託医関係

保育課 育児休業証明関係

保育課 構造改革特別区域計画

保育課 特殊建築物定期報告

保育課 保育所施設整備

保育課 保育園消防施設等点検報告書

保育課 地域型保育事業関係

保育課 子ども・子育て支援システム関係

保育課 感染症関係綴

保育課 認定こども園認可申請関係綴

保育課 保育士確保対策事業



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保育課 企業主導型保育事業関係綴

保育課 保育園等遊具点検報告書

保育課 霞幼保園改修工事関係綴

保育課 霞幼保園改修工事建築確認申請図面

保育課 安田保育園改修工事関係綴

保育課 安田保育園改修工事建築確認申請図面

保育課 土地借上支払関係綴

保育課 公立保育園等評価報告書

保育課 幼稚園・認定こども園新規採用教員研修

保育課 口座振替依頼書（保育）

保育課 広域入所

保育課 保育所入退所

保育課 保育所入所申込書

保育課 月例異動リスト

保育課 私立保育所運営委託

保育課 教育・保育給付費加算認定

保育課 教育・保育給付費県負担

保育課 教育・保育給付費国庫負担

保育課 処遇改善等加算率認定申請

保育課 保育料等滞納整理関係

保育課 保育料等過誤納還付

保育課 保育料口座振替依頼書・振替不能者一覧（電算）

保育課 保育料等収入日計表

保育課 保育料等調定額調

保育課 保育料等

保育課 保育料無償化庶務

保育課 保育料無償化（特定子ども・子育て支援施設等の確認）

保育課 給食献立および栄養価綴

保育課 食育関係綴

保育課 給食会議綴

保育課 給食庶務

保育課 給食アレルギー対応関係綴

保育課 アレルギー対応食申請書

保育課 給食配送関係綴

保育課 産休等代替職員費補助事業

保育課 私立保育所等補助金
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保育課 ふれあい保育推進事業費補助金

保育課 低年齢児保育充実促進事業補助金

保育課 延長保育事業

保育課 保育対策総合支援事業費補助金

保育課 子育てのための施設等利用給付交付金

保育課 子育てのための施設等利用給付認定申請書

保育課 私立幼稚園補助金（教育振興事業）

市民生活課 県内出帳命令簿

市民生活課 庶務文書

市民生活課 各課報告 

市民生活課 決算事業別説明資料

市民生活課 ホームページ更新

市民生活課 窓口業務受付システム

市民生活課 契約書綴

市民生活課 諸証明集計表

市民生活課 ファイル管理簿

市民生活課 議会関係

市民生活課 決算審査・定期監査

市民生活課 事務事業評価

市民生活課 情報公開（公文書任意開示）

市民生活課 第三次行革大綱実施計画

市民生活課 個人情報開示

市民生活課 条例等改廃綴り

市民生活課 人事管理

市民生活課 登記所からの成年後見登記に関する通知書類

市民生活課 戸籍発収簿

市民生活課 申入書（ＤＶ被害者等記載事項証明書処置）

市民生活課 成年後見登記事項通知書

市民生活課 坂井地区戸籍住民基本台帳事務協議会

市民生活課 定例照会（住基ネット運用サービス・住民票交付状況）

市民生活課 住民登録諸務

市民生活課 月次統計処理（県報告）

市民生活課 基幹系EUCデータ使用承認

市民生活課 戸籍住基担当者会議

市民生活課 住民異動届　

市民生活課 住基台帳事務に関する通知　(国・県関係)
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市民生活課 消費者行政一般文書（国民生活センター）

市民生活課 家庭用品品質表示立入検査

市民生活課 消費生活用製品安全法立入検査

市民生活課 食育推進関係

市民生活課 消費者行政一般文書

市民生活課 計量器定期検査関係

市民生活課 消費者行政負担金・補助金　

市民生活課 通話録音装置貸与事業

市民生活課 使用許可書

市民生活課 指定管理に関する文書

市民生活課 マイナンバー補助金

市民生活課
個人番号カード・電子証明書　暗証番号設定依頼書　兼　個人番号カード送付先
情報登録申請書

市民生活課 人口動態関係綴

市民生活課 相続税法第５８条の規定による通知書綴

市民生活課 家庭裁判所からの通知書類

市民生活課 戸籍に関する統計書類

市民生活課 戸籍に関する往復書類

市民生活課 戸籍に関する往復文書（戸籍副本データに関すること）

市民生活課 国籍選択に関する通知書

市民生活課 戸籍訂正許可申請原議書・市町村限りの戸籍訂正書の原議

市民生活課 不受理申出取下書

市民生活課 本籍人に関する届書送付書類

市民生活課 戸籍訂正許可申請の原議綴り（高齢者消除）

市民生活課 肢体・献体火葬場使用許可申請

市民生活課 帳簿書類廃棄決定書類

市民生活課 戸籍に関する通知回答書類

市民生活課 本籍地利用サービス申請一覧

市民生活課 戸籍に関する指示書

市民生活課 支所・出張所の戸籍事務取扱報告書

市民生活課 不受理処分整理簿

市民生活課 戸籍に関する引継書類

市民生活課 法務局からの移管戸籍届書

市民生活課 在外選挙人名簿登録通知書

市民生活課 禁治産者及び成年被後見人・準禁治産者・破産者リスト

市民生活課 戸籍受付帳

市民生活課 不受理申出書

市民生活課 戸籍記載不要届出書類（報告的・創設的届出）



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

市民生活課 本籍不明分、無籍者に関する届書、報告書、その他の書類

市民生活課 eーBase作業依頼書兼報告書

市民生活課 郵便請求申請書　公用　

市民生活課 郵便請求申請書　私用

市民生活課 諸証明交付申請書　

市民生活課 住基台帳閲覧申出書

市民生活課 火葬許可申請書（赤坂聖苑）　

市民生活課 改葬許可申請書　

市民生活課 調定決議書

市民生活課 高齢者等消費者被害見守りネットワーク連絡会

市民生活課 赤坂聖苑業務日誌兼管理日報報告

市民生活課 坂井地区広域連合代官山斎苑関係

市民生活課 通知カード返納届

市民生活課 通知カード表面記載事項変更届

市民生活課 通知カード再交付申請書

市民生活課 個人番号指定請求書

市民生活課 通知カード紛失届兼再交付申請書

市民生活課 通知カード受領証

市民生活課 リサイクル事業台帳

市民生活課 ＰＩＯ－ＮＥＴシステム管理

市民生活課 苦情相談に関する文書

市民生活課 マイナンバー制度関係（郵便等）

市民生活課
個人番号カード交付申請書・個人番号カード交付申請書兼電子証明書証明書発
行／更新申請書

市民生活課
個人番号カード交付／再交付申請　取消申出書・電子証明書発行／更新申請
取消申出書

市民生活課 マイナポータル関係

市民生活課 マイキープラットフォーム関係

市民生活課 住民基本台帳に関する申請書兼多目的利用申請書

市民生活課 個人番号カード受領証

市民生活課
個人番号カード暗証番号変更・再設定　／　電子証明書暗証番号変更・再設定申
請書

市民生活課 署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書　新規発行／更新申請書　

市民生活課 個人番号カード　表面記載事項変更届・電子証明書　新規発行申請書　

市民生活課 個人番号カード　一時停止解除届　利用者証明用電子証明書　一時停止解除届

市民生活課 個人番号カード紛失・廃止届　電子証明書　失効申請／秘密鍵漏えい等届出書

市民生活課 個人番号カード返納届　電子証明書失効申請書

市民生活課
署名用電子証明書／利用者証明用電子証明書　失効申請／秘密鍵漏えい等届
出書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

市民生活課
マイナンバー法施行規則第５条の２第３号の規定に基づく本人確認書類の提示
に関する通知書

市民生活課
個人番号カード　在留期間更新に伴う有効期間変更申請書　・　電子証明書　発
行/更新申請書

市民生活課 電子証明書写し

市民生活課 個人番号カード多目的利用申請書

市民生活課 印鑑登録庶務

市民生活課 印鑑登録申請書綴　

市民生活課 印鑑登録原票

市民生活課 コンビニ交付

市民生活課 ＬＧＷＡＮ-ＡＳＰ関係

市民生活課 身上調査照会書

市民生活課 身分異動通知（検察庁への通知）

市民生活課 公職選挙法による通知

市民生活課 民刑事項通知（市区町村への通知）

市民生活課 刑の消滅照会日管理表及び犯歴票（閉鎖票）

市民生活課 刑の消滅等に関する照会

市民生活課 既決犯罪通知書

市民生活課 臨時運行許可書・申請書

市民生活課 住民実態調査

市民生活課 住民人口移動報告書

市民生活課 住民移動報告交付金関係

市民生活課 住民基本台帳関係年報

市民生活課 人口及び世帯数

市民生活課 墓地埋葬法一般文書

市民生活課 広域交付住民票申請書

市民生活課 住基ネット関連調査

市民生活課 マイナンバー制度関係

市民生活課 マイナンバー関係調査

市民生活課 住基ネット（庶務）

市民生活課 住基ネットセキュリティ管理台帳

市民生活課 住基CSに係る出力帳票記録簿

市民生活課 交通災害共済（庶務）

市民生活課 公的個人認証サービス関係

市民生活課 特別永住者証明書交付関連受付簿

市民生活課 特別永住者証明書交付関連申請書

市民生活課 住居地届出書

市民生活課 市区町村在留関連事務



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

市民生活課 中長期在留者住居地届出等事務委託費

市民生活課 法務省通知　

保険年金課 国保保健事業関係

保険年金課 国保連合会関係

保険年金課 国民健康保険各種国・県通達関係

保険年金課 国民健康保険関係

保険年金課 国民健康保険関係（調査回答、報告書）

保険年金課 国民健康保険関係法令

保険年金課 保険年金課 所管予算（国保・後期・一般会計）関係

保険年金課 施設基準等届出書

保険年金課 診療報酬の返還金(通知)関係

保険年金課 退職者医療交付金関係

保険年金課 被保険者数等の報告

保険年金課 会計年度任用職員給料・報酬等関係

保険年金課 保険者共同事業推進委員会

保険年金課 人間ドック事業

保険年金課 特定健診・特定保健指導事業関係

保険年金課 高額療養費支給決定

保険年金課 前期高齢者関係

保険年金課 福井県保険者協議会関係

保険年金課 都市国保

保険年金課 診療報酬の返還金(請求)関係

保険年金課 国民健康保険医療給付実態調査

保険年金課 国民健康保険実態調査

保険年金課 広域電算システム・国保情報システム改修関係

保険年金課 決算関係書類

保険年金課 定期・決算監査（市監査）

保険年金課 医療費通知関係

保険年金課 後発医薬品利用差額通知関係

保険年金課 国保総合システム関係

保険年金課 国保連過誤調整関係帳票

保険年金課 診療報酬通達

保険年金課 人間ドック・脳ドック受診申請書　（国保）

保険年金課 国保保健事業　（データヘルス計画）

保険年金課 国民健康保険会議関係

保険年金課 高額療養費（年間外来合算）

保険年金課 捜査関係事項回答書綴

保険年金課 暴力（DV)に関する会議資料



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保険年金課 実施計画・施策評価シート

保険年金課 国民健康保険保険給付費等交付金（普通交付金）関係

保険年金課 国民健康保険事業費納付金等関係

保険年金課 国民健康保険関係特定個人情報照会

保険年金課 議会対応資料

保険年金課 新型コロナウイルス感染症関係(国保)

保険年金課 国民健康保険　県調査（令和3年度予算関係等資料）

保険年金課 国民健康保険事業実施状況報告

保険年金課 国保　市町村事務処理標準システム関係

保険年金課 国保情報集約ステム契約に関する書類

保険年金課 国保情報集約システムに関する書類

保険年金課 重要施策等部長ヒアリング資料関係

保険年金課 国保保健事業（データヘルス効果検証会議）

保険年金課 国保におけるマイナンバーカード取得促進

保険年金課 情報提供用紙及びデータ

保険年金課 国民健康保険　決算（令和元年度）に関する資料

保険年金課 健トクキャンペーン関係

保険年金課 特定保健指導支援記録

保険年金課 特定保健指導　不在・辞退個人台帳

保険年金課 国保保健指導記録

保険年金課 国保保健指導　不在・辞退個人台帳　

保険年金課 重複多受診指導記録

保険年金課 重複多受診対象者一覧表

保険年金課 特定保健指導支援　個人台帳

保険年金課 国保調整交付金関係

保険年金課 診療報酬明細書等の開示関係

保険年金課 特定健診・特定保健指導事業関係（交付金）

保険年金課 県調整交付金関係

保険年金課 特別調整交付金関係

保険年金課 特別調整交付金（保険者努力支援交付金）

保険年金課 国保　会計実地検査

保険年金課 調整交付金Ｙ表関係

保険年金課 国民健康保険制度関係業務事業費補助金関係

保険年金課 社会保障・税番号システム整備費補助金関係

保険年金課 国保　会計年度任用職員採用等関係

保険年金課 国保条例・規則等の制定及び改廃関係

保険年金課 国民健康保険税税率改正関係

保険年金課 国保重要契約書関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保険年金課 国保　表彰関係

保険年金課 国保　重要覚書

保険年金課 国保　基金台帳

保険年金課 国保　支援措置関係

保険年金課 高齢受給者負担区分等証明書交付簿

保険年金課 介護保険要介護認定等申請受理通知書（滞納調査）

保険年金課 国民健康保険異動整理簿

保険年金課 （学生）国保被保険者証交付申請書

保険年金課 高齢受給者証交付簿

保険年金課 高齢受給者台帳

保険年金課 高齢受給者負担区分管理台帳

保険年金課 国保被保険者証再交付申請書

保険年金課 国保療養費（柔整・しん灸）適正化

保険年金課 国民健康保険返納金関係　

保険年金課 国民健康保険法第１１６条の２適用届

保険年金課 出産育児一時金支給申請書

保険年金課 葬祭費支給申請書

保険年金課 退職被保険者適用適正化関係

保険年金課 退職被保険者等振替整理簿

保険年金課 国保・年金異動届

保険年金課 短期証・資格証交付関係

保険年金課 資格証・弁明証関係

保険年金課 国民健康保険被保険者証の送達場所変更申出書

保険年金課 介護保険法第１１条第１項適用施設届

保険年金課 健康保険の資格得喪

保険年金課 認定証適用区分変更一覧

保険年金課 保険証更新

保険年金課 生活保護適用による国保資格得喪関係

保険年金課 保険者間調整

保険年金課 保険加入期間調査（介護連合）

保険年金課 居所不明被保険者　調査管理簿

保険年金課 市税等調定額・徴収額実績月報

保険年金課 国保保険基盤安定負担金関係

保険年金課 国保療養給付費等負担金関係

保険年金課 保険者努力支援交付金(事業費分・事業費連動分)

保険年金課 国民健康保険災害等臨時特例補助金（新型コロナウィルス感染症対応分）

保険年金課 高額療養費支給申請お知らせ通知未送付分

保険年金課 マッサージ施術所開設届



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保険年金課 移送費支給申請書

保険年金課 過誤調整依頼書

保険年金課 給付原因調査明細書リスト（第三者行為）

保険年金課 高額療養費該当一覧表

保険年金課 療養費等支給申請書返戻･却下

保険年金課 国保診療報酬等請求内訳書

保険年金課 再審査結果通知書

保険年金課 世帯課税非課税情報更新リスト

保険年金課 療養費支給申請書

保険年金課 特別療養費関係綴

保険年金課 医療費減額査定通知

保険年金課 再審査依頼書

保険年金課 高額療養費返還金

保険年金課 高額介護合算療養費

保険年金課 柔道整復施術療養費支給申請書・はり灸療養費支給申請書

保険年金課 点検結果一覧リスト

保険年金課 医療給付情報突合リスト（国民健康保険分）

保険年金課 福祉医療助成高額受給者

保険年金課 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金

保険年金課 高額療養費受領委任払い

保険年金課 高齢受給者基準収入額適用申請書

保険年金課 限度額適用・標準負担額減額認定申請書

保険年金課 特定疾病療養受療証交付申請書

保険年金課 特定疾患治療対象者認定区分

保険年金課 第三者行為関係

保険年金課 交通事故に係る救急搬送状況

保険年金課 第三者行為申請等関係（国保）

保険年金課 国民年金雑文書

保険年金課 国民年金 照会・調査回答関係

保険年金課 国民年金事務費関係

保険年金課 年金　重要覚書　

保険年金課 国民年金適用関係届書報告

保険年金課 後期　徴収吏員証交付簿

保険年金課 議会関係

保険年金課 後期高齢者補助金関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料関係

保険年金課 後期高齢者医療収納状況報告書

保険年金課 後期高齢者医療還付関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保険年金課 後期高齢者医療保険料日計表

保険年金課 後期高齢者医療保険料滞納整理

保険年金課 後期高齢者医療電算関係

保険年金課 後期高齢者医療関係一般文書

保険年金課 後期高齢者医療保険料調定関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料仮徴収関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料口座振替収納関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料帳票出力依頼関係

保険年金課 後期高齢者医療関係作業依頼書

保険年金課 後期高齢者医療保険料更正通知関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料還付充当関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料年金返納関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料督促関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料催告書関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料臨戸徴収

保険年金課 後期高齢者医療保険料支払証明

保険年金課 後期高齢者医療保険料分納（口振）関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料領収済通知書

保険年金課 後期高齢者医療会議関係

保険年金課 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」関係

保険年金課 後期　振込口座変更届

保険年金課 後期高齢者医療保険料本算定通知関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料滞納処分の執行停止・不能欠損関係

保険年金課 後期高齢税外債権管理室移管関係

保険年金課 後期高齢者医療に関する条例・規則等の制定及び改廃関係

保険年金課 後期高齢者医療保険料年金天引中止申出書

保険年金課 後期　重要覚書

保険年金課 後期高齢者医療75歳年齢到達

保険年金課 後期高齢者医療負担割合変更

保険年金課 後期高齢者医療基準収入額適用申請

保険年金課 後期高齢者医療障害認定申請

保険年金課 後期高齢者医療被保険者証更新関係

保険年金課 後期高齢者医療　その他申請（届出）書

保険年金課 後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書

保険年金課 後期高齢者医療短期証、資格証交付関係

保険年金課 後期高齢者医療転入者保険証交付関係

保険年金課 後期高齢者医療生活保護受給者関係

保険年金課 後期高齢者医療資格再交付申請書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

保険年金課 後期高齢者医療保険料減免関係

保険年金課 後期高齢者医療高額療養費（年間外来合算）

保険年金課 後期高齢者医療葬祭費申請

保険年金課 後期高齢者医療療養費申請

保険年金課 後期高齢者医療高額療養費申請

保険年金課 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請

環境推進課 環境衛生所管例規（条例・規則・要綱）等改正関係文書

環境推進課 坂井市開発行為等に関する指導基準

環境推進課 開発行為等の計画に関する届出関係

環境推進課 普通財産売払いにかかる協議書

環境推進課 国土利用法による土地売買等届出に係る協議

環境推進課 行政報告及び一般質問

環境推進課 公有財産現在高報告書

環境推進課 総合計画・都市マスタープランに関する文書

環境推進課 備品台帳関係

環境推進課 坂井市公有財産利用検討委員会関係

環境推進課 「市長への手紙」に対する行政対応関係

環境推進課 環境衛生所管例規（条例・規則等）改正関係文書

環境推進課 各課調査・照会文書

環境推進課 寄附採納関係

環境推進課 会計実施検査

環境推進課 予算に関する文書

環境推進課 転居先不明原簿

環境推進課 動物保護・愛護事業（動物ボランティア登録申請）

環境推進課 犬の死亡届

環境推進課 犬の登録事項変更届

環境推進課 犬猫等動物死体処理

環境推進課 犬の登録事務関係

環境推進課 動物保護・愛護事業

環境推進課 狂犬病予防注射済票交付申請書

環境推進課 犬の登録申請書

環境推進課 犬のメモリアル給付金

環境推進課 野良猫の不妊手術費補助金

環境推進課 県職員への併任による産業廃棄物に係る立入検査権関係

環境推進課 指定ごみ袋取扱業務委託関係

環境推進課 塵芥に関する協定書

環境推進課 特別集積地設置許可申請書

環境推進課 特別集積地変更届出書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

環境推進課 道路及び堤防維持作業に係る一般廃棄物の処理

環境推進課 一般廃棄物処理基本計画策定

環境推進課 廃棄物減量等推進審議会

環境推進課 一般廃棄物処理業許可基準に関すること

環境推進課 特別集積地廃止届出書

環境推進課 一般廃棄物収集手数料徴収簿（ごみ袋代金徴収簿）

環境推進課 ごみ袋注文・引換券明細

環境推進課 ごみ袋作成に関する文書　　　

環境推進課 一般廃棄物許可に関する文書

環境推進課 ごみステーション設置事業補助金申請書・実績報告書

環境推進課 廃棄物業務委託契約に関する文書

環境推進課 資源回収団体・事業者　登録（変更）申請書

環境推進課 資源回収奨励金交付請求書

環境推進課 粗大ごみ申請

環境推進課 粗大ごみ実績書

環境推進課 廃棄物関係一般文書

環境推進課 福井坂井地区広域市町村圏事務組合清掃センター関係

環境推進課 一般廃棄物に関する調査

環境推進課 特別集積地収集手数料徴収簿

環境推進課 清掃センター搬入許可申請書

環境推進課 資源ごみ（空缶）の売却処分に関する契約関係

環境推進課 小型家電リサイクル

環境推進課 魚腸骨収集補助金に関する文書

環境推進課 ごみステーション設置届等に関する文書

環境推進課 一般廃棄物処理計画

環境推進課 野外焼却相談書

環境推進課 プラスチック製容器包装類引渡実績

環境推進課 粗大ごみ委託契約関係

環境推進課 ごみカレンダー作成

環境推進課 臨時的廃棄物収集

環境推進課 食品ロス削減に関する文書

環境推進課 し尿・浄化槽に関する文書

環境推進課 坂井地区広域連合環境衛生関係

環境推進課 公衆浴場関係

環境推進課 県補助金交付要綱等

環境推進課 環境保全法令・通達

環境推進課 環境保全表彰関係文書

環境推進課 廃棄物処理法第１９条第３項の規定による市町職員県職員併任文書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

環境推進課 福井県自然環境保全条例に基づくその他の地域内行為届出書

環境推進課 土砂等による土地の埋立行為事前協議書

環境推進課 岩石・砂利採取計画等関係

環境推進課 陳情書・要望書等

環境推進課 環境保全に関する苦情処理

環境推進課 環境保全関係各種通知・案内

環境推進課 環境ふくい推進協議会

環境推進課 環境保全庶務

環境推進課 地域美化協力金

環境推進課 行政報告及び一般質問

環境推進課 ふくい嶺北連携中枢都市圏

環境推進課 環境審議会委員委嘱関係（委嘱・名簿）

環境推進課 環境審議会

環境推進課 廃棄物不法処理防止対策

環境推進課 産業廃棄物対策

環境推進課 生活環境懇話会

環境推進課 自然環境保全事業

環境推進課 自然を保護する地区内行為届出書

環境推進課 エコパートナー協定書

環境推進課 自然公園法に基づく許認可申請

環境推進課 エコパートナー協定に関する文書

環境推進課 地球温暖化防止対策

環境推進課 グリーン購入推進

環境推進課 環境基本計画

環境推進課 環境基本計画推進

環境推進課 環境保全各種測定調査計画（国・県）

環境推進課 環境保全各種調査

環境推進課 自然保護

環境推進課 鳥獣保護

環境推進課 海岸漂着物地域対策推進事業

環境推進課 エコアクションさかい活動事業費補助金

環境推進課 総合計画に関する文書

環境推進課 プラスチックごみ削減事業

環境推進課 環境分析結果（計量証明）

環境推進課 テレメータシステム維持管理に関する契約書

環境推進課 福井県臨海工業地帯環境保全協議会

環境推進課 公害防止協定・公害防止計画書

環境推進課 騒音・振動規制法届出



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

環境推進課 一般粉じん発生施設

環境推進課 工場等設置届等

環境推進課 環境分析調査契約書

環境推進課 テレメータシステム保守委託契約書

環境推進課 テレメータシステムに関する調査報告

環境推進課 特定建設作業実施届

環境推進課 工場等自主測定結果報告書

環境推進課 九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

環境推進課 光化学スモッグ対策連絡会議

環境推進課 特定粉じん排出等作業実施届

環境推進課 テクノポート福井施設管理等連絡会

三国支所 公印承認簿

三国支所 予算・決算

三国支所 契約書関係

三国支所 三国町区長会連合会綴

三国支所 三国町区長会連合会代議員会綴

三国支所 防犯隊活動事務

三国支所 地域振興課庶務

三国支所 回覧等発行届

三国支所 料金後納郵便差出票

三国支所 三国町スポーツ祭

三国支所 秘書庶務

三国支所 三国地区対抗小学生スポーツ大会

三国支所 区長等連絡票

三国支所 まちづくり協議会

三国支所 要望書関係

三国支所 罹災証明関係綴

三国支所 えちぜん鉄道利用促進会

三国支所 市有地使用許可契約関係

三国支所 備品管理

三国支所 市営駐車場関係

三国支所 市営三国駅前、えっせる坂駐車場指定管理者関係

三国支所 財産管理関係綴

三国支所 官公庁団地敷地借上料関係

三国支所 普通財産土地借上料関係

三国支所 市有地貸付料関係

三国支所 市有地貸付契約書

三国支所 戸籍に関する統計書類



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

三国支所 臨時運行許可申請受付簿

三国支所 臨時運行申請書・許可書

三国支所 広域交付住民票申請書

三国支所 住居表示新築届

三国支所 住居表示(庶務)

三国支所 船員手帳受払簿

三国支所 戸籍届書等送達簿

三国支所 在留関連事務関係一般

三国支所 代官山斎苑関係事務取扱

三国支所 諸証明交付申請書

三国支所 ＣＳからの出力帳票

三国支所 住民基本台帳閲覧申請

三国支所 火葬許可申請書　死胎・産汚物・部分火葬用

三国支所 火葬許可証写し

三国支所 代官山斎苑使用許可申請書

三国支所 船員法事務

三国支所 船員手帳交付申請時添付資料

三国支所 通達（船員法事務）

三国支所 火葬許可申請書

三国支所 改葬許可申請書

三国支所 赤坂聖苑使用許可申請書

三国支所 定期監査・決算審査

三国支所 ごみに関する苦情、相談

三国支所 後期高齢者医療保険料滞納整理

三国支所 物品貸出簿

丸岡支所 丸岡城天守を国宝にする市民の会

丸岡支所 要望書関係

丸岡支所 苦情処理等庶務

丸岡支所 料金後納郵便物差出票

丸岡支所 丸岡城観光ＰＲキャラクター関係

丸岡支所 事務事業評価関係

丸岡支所 定期監査関係

丸岡支所 予算関係

丸岡支所 出張命令簿

丸岡支所 決算関係（決算審査・決算事業別説明資料）

丸岡支所 坂井市表彰潜在候補者調査

丸岡支所 情報事務関係文書

丸岡支所 文書管理関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

丸岡支所 公印承認関係

丸岡支所 里竹田土砂置場管理関係

丸岡支所 清掃（草刈等）受付関係

丸岡支所 区長会関係

丸岡支所 区長配布文書関係  

丸岡支所 区長名簿提供申請書関　（H29～R2）

丸岡支所 区長等連絡票関係

丸岡支所 選挙関係

丸岡支所 統計事務関係文書（統計協会）

丸岡支所 防犯隊関係

丸岡支所 防災関係（災害対応等）

丸岡支所 罹災証明関係

丸岡支所 コミュニティセンター関係

丸岡支所 手作り鎧兜製作事業関係

丸岡支所 山車振興事業関係

丸岡支所 寄附市民参画事業関係

丸岡支所 手作り鎧管理簿

丸岡支所 浴衣法被管理簿

丸岡支所 まるおかスポレク祭関係

丸岡支所 丸岡古城まつり関係

丸岡支所 まちづくり協議会連絡会関係

丸岡支所 協働のまちづくり事業交付金関係

丸岡支所 職員課提出書類(各種休暇届・職員雇用関係）

丸岡支所 コミュニティ助成事業関係文書

丸岡支所 寄付参画　丸岡魅力アップ事業

丸岡支所 ワールドマスターズゲームおもてなし事業

丸岡支所 丸岡バスターミナル交流センター事業

丸岡支所 公会計管理台帳整備関係

丸岡支所 普通財産使用許可・貸付関係

丸岡支所 公共施設敷地借上料関係

丸岡支所 行政財産関係契約書（土地売買・賃貸借）

丸岡支所 備品借用・貸与関係

丸岡支所 備品台帳関係

丸岡支所 公用車関係諸務

丸岡支所 庁舎管理関係（一般）

丸岡支所 庁舎管理業務委託関係

丸岡支所 庁舎修繕関係

丸岡支所 防火管理業務関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

丸岡支所 庁舎使用関係

丸岡支所 戸籍に関する統計書類

丸岡支所 帳簿書類廃棄決定書類（市民生活課）

丸岡支所 戸籍届書等送付簿

丸岡支所 住基ＣＳに係る出力帳票記録簿（市民生活課）

丸岡支所 火葬許可申請書（市民生活課）

丸岡支所 住民基本台帳閲覧申請綴（市民生活課）

丸岡支所 諸証明交付申請書（市民生活課）

丸岡支所 臨時運行許可申請受付簿（市民生活課）

丸岡支所 臨時運行許可書・申請書

丸岡支所 広域交付住民票申請書（市民生活課）

丸岡支所 交通災害共済加入申込台帳（市民生活課）

丸岡支所 霞の郷運営管理委託関係

丸岡支所 霞の郷財産使用関係

丸岡支所 丸岡総合福祉保健センター工事関係

丸岡支所 子育て支援課に関する書類

丸岡支所 坂井地区広域連合（介護保険関係）

丸岡支所 児童手当・こども医療申請受付簿

丸岡支所 環境衛生庶務

春江支所 行財政改革関係

春江支所 自治会関係

春江支所 要望書

春江支所 自治会長等名簿

春江支所 文書配布依頼綴

春江支所 出張命令簿

春江支所 公印承認簿

春江支所 事務事業評価

春江支所 公金収納事務

春江支所 春江庁舎電気料金計算書綴

春江支所 集落掲示板等設置事業費補助金関係

春江支所 ワールドマスターズゲームズ2021関西

春江支所 地番表示に係る証明書

春江支所 区長名簿提供申請書関係

春江支所 情報関係

春江支所 ファイル基準表関係（坂井市春江支所）

春江支所 定期監査に関するつづり

春江支所 防犯隊一般文書

春江支所 防犯灯



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

春江支所 交通安全庶務

春江支所 運転免許自主返納支援事業

春江支所 防災関係一般文書

春江支所 防災資機材等整備事業補助金関係

春江支所 災害報告書綴

春江支所 罹災証明願綴

春江支所 はるえでんすけイッチョライまつり関係

春江支所 まちづくり協議会関係

春江支所 集会場施設整備事業補助金関係

春江支所 まちづくり協議会連絡会

春江支所 坂井市市民参画条例　寄附事業

春江支所 コミュニティ助成事業

春江支所 えちぜん鉄道関係

春江支所 放置自転車関係

春江支所 財務関係一般文書

春江支所 各種調査

春江支所 公共施設敷地借上料関係

春江支所 市有財産使用許可・貸付関係

春江支所 備品借用・貸与関係

春江支所 備品台帳　春江地域振興課

春江支所 庁舎管理一般

春江支所 庁舎工事関係

春江支所 庁舎使用関係

春江支所 戸籍届出書等送達簿

春江支所 戸籍に関する統計書類

春江支所 住基ＣＳに係る出力帳票記録簿

春江支所 火葬許可申請書

春江支所 火葬許可申請書　死胎火葬許可申請書

春江支所 肢体・献体火葬場使用許可申請書綴

春江支所 住民基本台帳閲覧申請綴

春江支所 諸証明交付申請書　

春江支所 臨時運行許可申請受付簿

春江支所 臨時運行許可書・申請書

春江支所 広域交付住民票申請書

春江支所 市区町村在留関連事務

春江支所 消費者行政一般文書

春江支所 交通災害共済加入申込台帳　

春江支所 交通災害共済庶務
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春江支所 国民健康保険諸務

春江支所 後期高齢　障害認定到達者名簿

春江支所 国民年金諸務

春江支所 葬祭費・年金未支給　請求管理簿

春江支所 ２０歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表

春江支所 障害年金請求書綴

春江支所 後期高齢者医療諸務

農業振興課 陳情書・要望書

農業振興課 情報・電算関係関連文書

農業振興課 情報公開請求（農業振興）

農業振興課 決算成果・決算審査等に関する文書

農業振興課 特別交付税の額の算定に用いる基礎資料

農業振興課 各種計画、調査、他課照会　関係文書

農業振興課 覚書に関する文書

農業振興課 第2次坂井市総合計画の策定

農業振興課 ワールドマスターズゲーム2021

農業振興課 新型コロナウィルス

農業振興課 公印管理簿

農業振興課 会計年度任用職員

農業振興課 条例・規則等例規文書

農業振興課 指定管理者関係（全体）

農業振興課 指定管理施設（坂井地域交流センターいねす）

農業振興課 指定管理施設（ゆりの里公園）

農業振興課 指定管理施設（ゆりの里農産物直売所）

農業振興課 指定管理施設（ゆりの里交流促進施設レストラン）

農業振興課 ゆりの里公園運営協議会

農業振興課 ふくい里山里海湖ビジネス協議会

農業振興課 グリーン・ツーリズムに関する文書

農業振興課 個人番号（マイナンバー）

農業振興課 農業振興事務事業

農業振興課 献穀奉耕者

農業振興課 農業振興一般文書（3年）

農業振興課 米需給調整円滑推進事業

農業振興課 経営所得安定対策事業

農業振興課 坂井地区農業振興協議会

農業振興課 農用地利用集積計画書

農業振興課 農業経営改善計画・認定農業者審査会

農業振興課 農用地利用集積計画（公告）
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農業振興課 農業制度資金借入関係

農業振興課 農業制度資金関係（一般）

農業振興課 農業制度資金利子補給事業

農業振興課 農振地域整備計画・軽微な変更

農業振興課 農振地域整備計画

農業振興課 農振地域整備計画　一般文書（調査回答）

農業振興課 収益性の高い水田農業経営確立支援事業（園芸）

農業振興課 収益性の高い水田農業経営確立支援事業（水田）

農業振興課 雪害対策支援事業

農業振興課 丸岡新そばまつり

農業振興課 福井そばルネッサンス推進事業

農業振興課 丸岡そば振興協議会

農業振興課 農業者労働災害共済事業

農業振興課 食育・地産地消推進事業関係

農業振興課 伝統の福井野菜対策事業

農業振興課 社団法人ふくい農林水産支援センター

農業振興課 ゆりの里公園活性化事業

農業振興課 環境保全型農業直接支払交付金事業

農業振興課 鳥獣保護区・特定猟具使用禁止区域等指定関係

農業振興課 鳥獣害のない里づくり推進事業（有害獣捕獲）

農業振興課 坂井市鳥獣害対策協議会

農業振興課 有害鳥獣捕獲事業

農業振興課 農作物病害虫防除

農業振興課 病害虫防除事業

農業振興課 さかいのブランド米創出事業

農業振興課 丘陵地・砂丘地畑作調査

農業振興課 農業次世代人材投資事業

農業振興課 新規就農サポート事業

農業振興課 新規就農者定住促進等支援事業

農業振興課 新規就農者融資主体型補助事業

農業振興課 地域担い手づくり整備事業

農業振興課 農地中間管理機構関係文書

農業振興課 人・農地問題解決推進事業に関する文書

農業振興課 中山間集落農業支援事業

農業振興課 里山里海湖ビジネス推進事業

農業振興課 中山間地域等直接支払交付金事業

農業振興課 多面的機能支払事業臨時雇用

農業振興課 坂井市集落活性化支援事業（鳥獣害対策）
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農業振興課 農業用ハウス強靭化緊急対策事業

農業振興課 産官学連携による農産物研究事業

農業振興課 ６次産業化促進事業

農業振興課 儲かるふくい型農業総合支援事業（水田支援）

農業振興課 儲かるふくい型農業総合支援事業（園芸支援）

農業振興課 スマート農業推進事業

農業振興課 肉用牛肥育経営支援事業

農業振興課 強い農業づくり交付金事業

農業振興課 生産調整推進事業

農業振興課 農業再生協議会補助事業

農業振興課 農業再生協議会

農業振興課 三里浜砂丘地営農推進協議会

農業振興課 北部丘陵地営農推進対策推進協議会

農業振興課 丘陵地農業振興連絡会

農業振興課 野菜生産価格安定事業関係

農業振興課 園芸作物振興対策事業

農業振興課 園芸産地総合支援事業

農業振興課 園芸振興補助事業計画達成状況報告

農業振興課 若手農業者園芸リースハウス整備事業

農業振興課 小さな農業チャレンジ応援事業

農業振興課 畜産振興一般文書（３年）

農業振興課 畜産振興一般文書（鳥インフルエンザ）

農業振興課 若狭牛・高能力乳牛導入支援事業

農業振興課 素牛導入事業

農業振興課 畜産経営安定基金協会

農業振興課 家畜衛生防疫事業

農業振興課 坂井市家畜衛生防疫協会

農業振興課 優良種雄牛精液導入事業

農業振興課 坂井市畜産クラスター協議会

農業振興課 畜産経営基盤強化支援事業

農業振興課 議会関係

農業振興課 予算・決算

農業振興課 定期・決算監査

農業振興課 要望・陳情書（区長・地元・団体等）

農業振興課 国・県への要望

農業振興課 県営土地改良事業（負担金）

農業振興課 県営土地改良事業（起債申請）

農業振興課 各種協議会（負担金・総会等）
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農業振興課 補助金交付要綱・要領関係

農業振興課 予算・決算（地籍調査室）

農業振興課 要望・陳情書（区長・地元・団体等）

農業振興課 情報公開請求

農業振興課 叙勲・褒章等表彰関係

農業振興課 ゆりの里公園活性化協議会

農業振興課 国・県等からの調査・回答

農業振興課 協議・打合せ記録簿　（国・県・土地改良区関係）

農業振興課 多面的機能支払交付金事業

農業振興課 地域用水機能増進事業

農業振興課 県単小規模土地改良事業

農業振興課 市単小規模土地改良事業

農業振興課 国営造成施設管理体制整備促進事業

農業振興課 排水機場維持管理事業

農業振興課 土地改良施設施設維持管理適正化事業

農業振興課 農道台帳整備事業

農業振興課 他目的使用許可申請

農業振興課 県営かんがい排水標準化事業

農業振興課 農村振興総合整備統合補助事業

農業振興課 叙勲・褒章等表彰関係（農村整備課）

農業振興課 協議・打合せ　記録簿（国・県・土地改良区関係）

農業振興課 多面的機能支払交付金事業　促進計画

農業振興課 多面的機能支払交付金事業　活動組織計画書

農業振興課 多面的機能支払交付金事業　活動組織報告書

農業振興課 田島川総合治水対策

農業振興課 ため池ハザードマップ

農業振興課 協定書・覚書関係（農村整備課）

農業振興課 事務事業評価

農業振興課 県営土地改良事業（認可・工事等）

農業振興課 土地改良区支援事業

農業振興課 道路・河川占用　使用許可

農業振興課 広域農道管理

農業振興課 自然いっぱい生物パーク公園管理

農業振興課 例規関係（制定・改正）

農業振興課 土地改良事業（覚書・契約書等）

農業振興課 道路・河川占用　使用許可

農業振興課 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業

農業振興課 庁内調査・報告・回答（地籍調査室）
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農業振興課 地籍調査事業　補助金交付申請関係

農業振興課 地籍調査システム

農業振興課 地籍調査　県一般文書

農業振興課 地籍調査事業　調査・照会文書

農業振興課 地籍調査　研修会関係

農業振興課 議会関係（地籍調査室）

農業振興課 地籍調査事業（随応寺）業務委託設計書

農業振興課 地籍調査完了地区　（地図訂正・端数証明等）

農業振興課 地籍調査事業　（上長畝地区）

農業振興課 地籍調査事業　（針原平柳地区）

農業振興課 地籍調査事業　要望書　（区→市）

農業振興課 道路・河川占用　　（地籍調査室）

農業振興課 地籍調査事業　（四ツ柳地区）

農業振興課 地籍調査事業　（五本地区）

農業振興課 地籍調査事業　（新保Ⅰ地区）

農業振興課 地籍調査事業　基準点管理

農業振興課 地籍調査事業（上兵庫地区）

農業振興課 地籍調査事業　（下長畝地区）

農業振興課 登記所備付地図作成作業　（国直轄事業）

農業振興課 地籍調査事業（新保Ⅱ）

農業振興課 地籍調査事業（随応寺）

農業振興課 地籍調査事業（羽崎地区）

農業振興課 地籍調査事業（羽崎）業務委託設計書

農業振興課 地籍調査事業（島）

農業振興課 地籍調査事業（磯部福庄）

農業振興課 地籍調査事業（針原平柳）

農業振興課 地籍調査事業（長崎）

農業振興課 地籍調査事業（島）業務設計書

農業振興課 地籍調査事業（磯部福庄）業務設計委託

農業振興課 地籍調査事業（長崎）業務設計委託

農業振興課 地籍調査事業（米ヶ脇地区）

農業振興課 地籍調査事業（東二ツ屋地区）

農業振興課 地籍調査事業（米ケ脇Ⅰ）業務委託設計書

林業水産振興課 研修会・会議復命書

林業水産振興課 庁内調査

林業水産振興課 公印承認簿（課内）

林業水産振興課 要望書

林業水産振興課 林地台帳
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林業水産振興課 調査文書

林業水産振興課 県一般通達文書（林業関係）

林業水産振興課 みなと森と水ネットワーク会議

林業水産振興課 山村振興連盟・山林協会関係

林業水産振興課 松くい虫被害総合対策事業（松林健全化）

林業水産振興課 松くい虫被害総合対策事業（特別伐倒）

林業水産振興課 美しい森林景観再生事業

林業水産振興課 辺地対策債起債

林業水産振興課 外国資本による森林買収に関する連絡会議

林業水産振興課 会計年度任用職員（臨時職員）関係

林業水産振興課 森林環境税及び森林環境譲与税

林業水産振興課 伐倒承諾書

林業水産振興課 松くい虫被害総合対策事業（被害調査）

林業水産振興課 松くい虫被害特別対策事業（樹幹注入）

林業水産振興課 松くい被害総合対策事業（地上散布）

林業水産振興課 松くい虫被害総合対策事業

林業水産振興課 松くい虫被害総合対策事業（樹幹注入）

林業水産振興課 庶務綴（林業）

林業水産振興課 緑化推進事業

林業水産振興課 森林整備事業

林業水産振興課 伐採届

林業水産振興課 森林経営管理制度関係

林業水産振興課 市町村森林整備計画

林業水産振興課 地域森林計画

林業水産振興課 森林の土地所有者届出書

林業水産振興課 森林整備地域活動支援交付金事業

林業水産振興課 森林山村多面的機能発揮対策交付金

林業水産振興課 保安林関係

林業水産振興課 林地開発許可申請

林業水産振興課 森林組合労務退職金共済事業

林業水産振興課 補助金交付要綱

林業水産振興課 県単林道事業　

林業水産振興課 治山事業

林業水産振興課 林道維持管理

林業水産振興課 林道災害

林業水産振興課 漁船登録関係

林業水産振興課 水揚量調査

林業水産振興課 水産業諸事業
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林業水産振興課 内水面漁業振興事業

林業水産振興課 三国港内投光機使用料補助事業

林業水産振興課 漁業近代化資金利子補給事業

林業水産振興課 漁業制度融資利子補給事業

林業水産振興課 三国市場さかな祭

林業水産振興課 三国地区栽培漁業推進協議会

林業水産振興課 漁獲共済加入助成事業

林業水産振興課 漁業振興資金融資

林業水産振興課 会計検査

林業水産振興課 漁港施設占用許可申請関係

林業水産振興課 越前がにブランド化事業

林業水産振興課 水産業強化支援事業

林業水産振興課 魚食普及事業

林業水産振興課 栽培漁業自立支援事業

林業水産振興課 小規模漁場改善事業

林業水産振興課 沿岸漁場環境改善事業

林業水産振興課 新規海女就業支援事業費補助金

林業水産振興課 水産一般文書（通知・報告・照会等）

林業水産振興課 三国港市場出荷手数料補填事業

林業水産振興課 水産物ストック機能強化支援事業

林業水産振興課 水産多面的機能発揮対策事業

林業水産振興課 漁業経営安定支援事業

林業水産振興課 三国港市場振興協議会運営事業

林業水産振興課 水産振興計画

林業水産振興課 三国港市場再整備

林業水産振興課 寄付採納（三国港市場）

林業水産振興課 漁港施設管理事業

林業水産振興課 漁港一般文書（通知・報告・照会等）

林業水産振興課 港勢調査・漁港台帳・海岸統計・海岸保全区域台帳

観光交流課 坂井市首都圏情報発信事業業務委託契約

観光交流課 坂井市首都圏情報発信事業業務委託（アンテナショップ納品書・発注書）

観光交流課 坂井市首都圏情報発信事業

観光交流課 坂井市魅力発信プロジェクト委託契約

観光交流課 まちの魅力体感事業委託契約

観光交流課 シティセールス庁内文書

観光交流課 越前織りコンテスト運営事業

観光交流課 越前織りコンテスト（応募用紙）

観光交流課 メディア掲載
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観光交流課 監査・決算

観光交流課 議会対応

観光交流課 予算

観光交流課 NHK大河ドラマ明智光秀関係

観光交流課 NHK大河ドラマ明智光秀（補助金関係）

観光交流課 NHK大河ドラマ明智光秀（資料）

観光交流課 公印承認簿

観光交流課 輸出事業連携に関する協定書（umamill）

観光交流課 文化財保存活用地域計画

観光交流課 電子書籍制作・PR事業（旅色）

観光交流課 第二戸越幹線（下水道）整備工事（アンテナショップ家屋調査）

観光交流課 目的外使用許可申請

観光交流課 条例・要綱に関すること

観光交流課 財産管理

観光交流課 事務事業評価に関する書類

観光交流課 予算に関する書類

観光交流課 定期監査に関する書類

観光交流課 決算に伴う決算事業別説明資料（主要施策の成果）に関する書類

観光交流課 三国湊カニまつり事業

観光交流課 自然環境保全用地管理事業

観光交流課 ふくい嶺北連携中枢都市圏形成　(観光Ｇ)

観光交流課 観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業

観光交流課 長崎まちあるき観光トイレ

観光交流課 一般社団法人DMOさかい観光局　公印承認簿

観光交流課 クルーズ船誘致事業

観光交流課 新型コロナウイルス感染症対策支援事業（「安心の宿宣言」支援事業補助金）

観光交流課 指定管理者関係（全体）

観光交流課 三国観光協会

観光交流課 丸岡観光協会

観光交流課 ゆあぽ～と管理運営事業に関する書類

観光交流課 丸岡観光情報センター管理運営事業に関する書類

観光交流課 竹田の里施設管理運営事業に関する書類

観光交流課 旧森田銀行本店・旧岸名家・三国湊町家館管理運営事業に関する書類

観光交流課 丸岡温泉たけくらべ関係

観光交流課 いざき親水公園

観光交流課 丸岡温泉たけくらべ（ろ過機修繕工事）

観光交流課 丸岡温泉たけくらべ改修工事　設計業務

観光交流課 丸岡温泉たけくらべ（非常放送装置修繕工事）
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観光交流課 丸岡温泉たけくらべ（浴槽温度制御用自動制御器交換工事）

観光交流課 丸岡温泉たけくらべ（ろ過ポンプ取替え工事）

観光交流課 桜まつり関係

観光交流課 三国花火大会関係

観光交流課 郷土芸能振興事業

観光交流課 観光客入込数

観光交流課 福井県観光連盟

観光交流課 三国祭

観光交流課 観光ビジョン戦略事業

観光交流課 坂井市観光連盟

観光交流課 仮設警備詰所設置関係綴

観光交流課 東尋坊観光交流センター

観光交流課 学生合宿促進事業

観光交流課 越前加賀広域観光推進協議会

観光交流課 越前加賀インバウンド推進機構

観光交流課 あわら三国広域観光推進協議会

観光交流課 観光施設維持管理事業

観光交流課 海浜自然公園管理事業

観光交流課 補助金関係

観光交流課 坂井市営東尋坊駐車場指定管理者関係綴

観光交流課 坂井・あわらエリア周遊滞在型観光推進事業

観光交流課 映画制作委員会

観光交流課 北前船日本遺産推進協議会

観光交流課 温泉所在都市協議会

観光交流課 東尋坊活性化再整備事業　

観光交流課 インバウンド施策に関する書類

観光交流課 公益社団法人　日本観光振興協会

観光交流課 県新幹線開業課

観光交流課 県交流文化部ブランド課

観光交流課 ワールドマスターズゲームズ2021関西

観光交流課 大河ドラマ（明智光秀）

観光交流課 県交流文化部観光誘客課

観光交流課 DMOさかい観光局

観光交流課 一筆啓上茶屋再整備事業（基本計画策定）

観光交流課 民宿リニューアル補助金

観光交流課 丸岡城周辺整備事業（基本計画策定）

観光交流課 長崎まちあるき観光トイレ

観光交流課 東尋坊整備計画事業（地形測量及び地測量業務）
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観光交流課 東尋坊整備計画事業（アクセス空間基本設計）（建築形態規制）

観光交流課 東尋坊を核とした三国エリア誘客向上構想

観光交流課 北陸国際観光テーマ地区

商工労政課 条例・要綱に関すること

商工労政課 財産管理

商工労政課 経済産業省・近畿経済産業局所管事務に関する書類

商工労政課 一般会計決算審査に関する書類

商工労政課 商工観光振興事務局会議

商工労政課 坂井市企業まち・ひと・しごと創生総合戦略に関する書類

商工労政課 ふくい嶺北連携中枢都市圏形成　(商工Ｇ)

商工労政課 ふくい嶺北連携中枢都市圏形成　(労働Ｇ)

商工労政課 寄附採納

商工労政課 新型コロナウイルス感染症に関する書類

商工労政課 陳情・要望に関すること

商工労政課 土砂採取・採石許認可事務

商工労政課 福井県中小企業団体中央会に関する書類

商工労政課 福井県貿易振興協議会に関する書類

商工労政課 福井県産業労働部・地域産業・技術振興課所管事務に関する書類

商工労政課 九頭竜ものづくり企業協議会

商工労政課 坂井市商工会庶務

商工労政課 大規模小売店舗立地法に関する書類

商工労政課 中小企業信用保険法に基づく認定事務

商工労政課 中小企業者等振興資金融資預託契約

商工労政課 中小企業者等振興資金融資利子補給

商工労政課 坂井市商工会補助金交付に関する書類

商工労政課 中小企業者等振興資金融資実績

商工労政課 工業振興事業

商工労政課 商店街等振興事業

商工労政課 坂井市産業フェアに関する書類

商工労政課 春江中小企業センター管理運営事業に関する書類

商工労政課 春江中小企業センター利用申込等に関する書類

商工労政課 福井県小規模事業者経営改善資金（マル経資金）利子補給補助金に関する書類

商工労政課 坂井市企業キャリア支援事業

商工労政課 坂井市中小企業人材育成支援事業

商工労政課 坂井市中小企業振興支援事業

商工労政課 地域経済循環創造事業

商工労政課 創業支援事業関係

商工労政課 坂井市中小企業振興懇話会
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商工労政課 坂井市中小企業者等信用保証料補給金事業

商工労政課 坂井市企業ＵＩＪターン者人材確保支援事業

商工労政課 小規模事業者後継者支援事業

商工労政課 小規模事業者持続化補助金関係

商工労政課 福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分）利子補給

商工労政課 新型コロナウイルス感染症対策支援事業（飲食店等応援クーポン事業）

商工労政課 新型コロナウイルス感染症対策支援事業（PayPayｷｬﾝﾍﾟｰﾝ）

商工労政課
新型コロナウイルス感染症対策支援事業（小規模事業者等コロナ対策応援事業
補助金）

商工労政課 地域行政ポイント事業

商工労政課 新型コロナウイルス感染症対策支援事業（電子決済サービス応援事業補助金）

商工労政課 生産性向上特別措置法に関する書類

商工労政課 地域未来投資促進法に関する書類

商工労政課 企業誘致庶務

商工労政課 テクノポート福井企業協議会に関する書類

商工労政課 農村地域工業等導入促進

商工労政課 坂井町企業会

商工労政課 （財）日本立地センター関係

商工労政課 テクノポート福井団地造成計画

商工労政課 事業所状況調査

商工労政課 県労働者信用基金協会預託事業

商工労政課 生活安定資金契約

商工労政課 生活安定資金実績管理

商工労政課 労働局関係（国）

商工労政課 労働局との協定・運営協議会関係

商工労政課 福井県産業労働部・労働政策課所管事務に関する書類

商工労政課 坂井市勤労者協議会に関する書類

商工労政課 坂井市シルバー人材センター庶務一般に関する書類

商工労政課 坂井市シルバー人材センター補助金交付に関する書類

商工労政課 ハローワーク関係

商工労政課 ふくい若者サポートステーションに関する書類

商工労政課 坂井地区キャリア教育推進協議会

都市計画課 建築物応急危険度判定関係

都市計画課 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する文書

都市計画課 復命書

都市計画課 庁内報告関係

都市計画課 近畿地方都市美協議会

都市計画課 議会関係文書
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都市計画課 監査関係

都市計画課 坂井市空家活用定住支援事業

都市計画課 三国駅維持管理業務

都市計画課 要望書及び陳情書（市）

都市計画課 都市計画現況調査

都市計画課 福井県土木部都市計画課所管文書

都市計画課 福井県土木部建築住宅課関係文書

都市計画課 都市計画課所管補助金交付要綱及び要領

都市計画課 庁内照会関係綴り

都市計画課 買戻特約登記関係綴

都市計画課 無電柱化地方部会

都市計画課 備品台帳

都市計画課 都市排水路事業

都市計画課 都市排水路土地境界関係

都市計画課 都市排水路占用使用許可申請

都市計画課 建築確認申請関係

都市計画課 開発行為関係事務

都市計画課 大規模盛土造成地関係

都市計画課 区画整理事業　一般文書

都市計画課 区画整理事業　端数証明書

都市計画課 土地区画整理事業　認可・計画関係（テクノポート福井　第三地区）

都市計画課 都市計画審議会関係

都市計画課 まちづくり交付金補助事業（三国駅周辺地区）

都市計画課 社会資本整備総合交付金事業（各課取りまとめ）

都市計画課 社会資本整備総合交付金事業（都市計画課分）

都市計画課 立地適正化計画策定

都市計画課 JR春江駅周辺整備事業

都市計画課 空き家情報関係

都市計画課 坂井市吹付けアスベスト調査事業費補助

都市計画課 坂井市木造住宅耐震改修促進事業費補助

都市計画課 坂井市木造住宅耐震診断等補助（耐震診断・補強プラン作成）

都市計画課 建築物耐震改修促進計画策定委託

都市計画課 住み続ける福井支援事業（多世帯同居リフォーム・多世帯近居取得支援事業）

都市計画課 住み続ける福井支援事業（空家取得・空家改修支援事業）

都市計画課 松川住宅跡地に係る業務

都市計画課 福井県地域住宅協議会

都市計画課 空家除却支援事業費補助金

都市計画課 空家等対策協議会
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都市計画課 フラット３５

都市計画課 居住支援協議会

都市計画課 応急仮設住宅関連

都市計画課 低未利用土地等確認書

都市計画課 坂井市相談支援包括化推進会議

都市計画課 市営住宅等建設改良工事

都市計画課 空家・廃屋対策関連　

都市計画課 市営住宅施設等修繕

都市計画課 市営住宅消防設備保守点検委託　

都市計画課 朝日有料駐車場関係

都市計画課 市営住宅諸務

都市計画課 福井県土木部建築住宅課　一般文書

都市計画課 福井県土木部建築住宅課　調査

都市計画課 市営住宅入居書類・その他申請関係

都市計画課 市営住宅滞納整理関係

都市計画課 市営住宅募集・抽選関係

都市計画課 市営住宅収入申告・家賃決定関係

都市計画課 市営住宅退去届関係

都市計画課 住宅維持管理業務

都市計画課 借地・貸地関係　

都市計画課 市営住宅エレベーター保守点検委託

都市計画課 市営住宅受水槽管理委託　

都市計画課 市営住宅樹木等管理委託

都市計画課 市営住宅水道設備保守委託

都市計画課 市営住宅浮遊石綿調査委託

都市計画課 江留上改良団地２、３号棟移転に関する書類

都市計画課 サービス付き高齢者向け住宅事業

都市計画課 空き家対策総合支援事業

都市計画課 空家等相談支援事業

都市計画課 坂井市危険ブロック塀除却支援事業

都市計画課 市営住宅敷金一覧表

都市計画課 市営住宅入居申込書

都市計画課 市営住宅口座振替関係

都市計画課 自動車保管場所使用申請書綴

都市計画課 市営住宅家賃減免

都市計画課 都市公園等土地関係綴

都市計画課 都市公園等維持管理修繕工事

都市計画課 都市公園等管理業務委託



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

都市計画課 都市公園等調査

都市計画課 都市公園等占用使用許可申請

都市計画課 景観に関する照会文

都市計画課 景観まちづくり事業補助金関係

都市計画課 景観計画区域区内行為届出　

都市計画課 景観委員会関係

都市計画課 屋外広告物許可申請

都市計画課 都市計画課所管（屋外広告物庶務）

建設課 工事積算関係

建設課 災害関係綴り

建設課 議会関係

建設課 砂利採取関係

建設課 監査関係

建設課 国道364改修促進期成同盟会

建設課 諸調査（高速交通対策室）

建設課 福井県用地対策連絡協議会

建設課 （財）足羽川水源地域対策基金関係

建設課 国道８号線関係

建設課 磯部川再改修期成同盟会

建設課 竹田川河川改修促進協議会

建設課 兵庫川改修期成同盟会

建設課 各種協議会費関係（法令外負担金）

建設課 九頭竜川・北川減災対策協議会

建設課 行政改革（第三次坂井市行政改革大綱実施計画）

建設課 行政改革（補助金検証）

建設課 電柱使用申請兼承諾書

建設課 公印承認簿

建設課 境界立会申請書

建設課 道路橋梁庶務

建設課 交付税

建設課 道路事故報告書

建設課 県道福井森田丸岡線（南北線）

建設課 踏切維持管理

建設課 道の駅

建設課 県営事業負担金

建設課 県道福井森田丸岡線（南北線）

建設課 福井県土木部河川課所管文書

建設課 水防関係綴り



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

建設課 福井県土木部砂防防災課所管文章

建設課 洪水ハザードマップ関係

建設課 田島川水害予防組合

建設課 要望書及び陳情書

建設課 道路台帳

建設課 河川占用許可・継続

建設課 河川地域を繋ぐ河川環境づくり推進事業

建設課 片川および磯部川排水機場の操作業務委託関係

建設課 河川内工作物の安全点検及び点検整備

建設課 河川管理協議（竹松橋）

建設課 新江承水路関係（坂井北部土地改良区関係）

建設課 新江・高椋用水路管理

建設課 市道維持修繕工事

建設課 通行止め看板購入

建設課 市道認定・廃止

建設課 市単独工事

建設課 市道用地取得

建設課 道路敷地借上支払

建設課 市道沖布目森田線道路改良工事

建設課 市道上安田３号線道路改良事業

建設課 道路ストック総点検事業(道路照明、標識調査)（道路照明修繕工事　三国地区）

建設課 道路局所管国庫補助事業関係

建設課 市道　宮領北部線　道路舗装工事

建設課 市道　宮領北部線　道路改良工事

建設課 道路局所管国庫補助事業関係

建設課 道路改良工事（国庫補助事業）市道一本田福所城北線　測量設計業務

建設課 橋梁長寿命化修繕

建設課 未就学児等交通安全対策事業（交付金）（交通安全対策）

建設課 市道下新庄２号線道路改良事業

建設課 東尋坊再整備事業（市道関係）

建設課 テクノポート福井拡充産業用地造成

建設課 石油貯蔵施設立地対策等交付金事業(市道浜四郷18号線　道路詳細設計業務 )

建設課 市道三国123号線道路改良工事（市道三国123号線　設計業務）

建設課 道路ストック総点検事業

建設課 北陸新幹線関係

建設課 監督職員通知書

建設課 埋蔵文化財発掘通知書

建設課 交通安全施設関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

建設課 通学路交通安全

建設課 道路占用

建設課 通行の禁止（制限）通知

建設課 道路工事施工承認

建設課 特殊車両通行許可協議書

建設課 通行許可協議

建設課 車両制限令証明願い

建設課 除雪計画書

建設課 雪寒関係綴り

建設課 消雪装置点検清掃業務（消雪井戸点検整備）

建設課 雪寒事業

建設課 除雪修繕

建設課 市道補修業務委託

建設課 区環境整備事業

会計課 公印関係（出納員印）

会計課 例規制定関係

会計課 金融機関等経営状況調査

会計課 出納検査・監査関係

会計課 会計職員の指名について

会計課 公印使用簿

会計課 照会・回答文書等

会計課 各種基金等運用関係

会計課 指定金融機関収支日計表

会計課 郵便振替受払通知書

会計課 施行伺書綴

会計課 収支日計表

会計課 歳計現金残高総表等綴（出納検査）　

会計課 公共料金明細事前通知サービス関係綴

会計課 福井県都市会計課長会議

会計課 基金繰替運用関係

会計課 会計事務処理上の留意事項関係

会計課 資金管理

会計課 指定金融機関契約書

会計課 出資金証書

会計課 出資金証券等一覧台帳

会計課 歳入歳出決算作成報告書

会計課 歳入歳出決算書

会計課 歳入証拠書類綴　



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

会計課 歳出証拠書類綴

教育総務課 条例・規則・規定・要綱

教育総務課 条例・規則・規定・要綱（公布）

教育総務課 定期監査・例月出納検査

教育総務課 教育委員会庶務文書（庁内調査回答）

教育総務課 教育委員会庶務文書（部長政策目標）

教育総務課 市奨学育英資金（完結分）

教育総務課 寄附採納

教育総務課 予算要求関係

教育総務課 予算要求関係（学校修繕・備品購入）調査　

教育総務課 決算関係（決算・決算審査・決算特別委員会）

教育総務課 教育総務課庶務文書（小中学校　運動会体育祭・入学式卒業式）

教育総務課 歳計外会計事務状況調査

教育総務課 都市教育総務課長会議

教育総務課 苦情等報告書

教育総務課 飲酒運転誓約書

教育総務課 教育総務課　備品台帳

教育総務課 教育振興整備基金

教育総務課 人事関係（臨時職員）

教育総務課 省エネルギー管理

教育総務課 警備保障報告書

教育総務課 予算関係

教育総務課 決算関係

教育総務課 学校施設工事起債関係

教育総務課 ストレスチェック制度

教育総務課 電気設備点検報告書

教育総務課 キンダーホール三国（解体等）

教育総務課 県調査回答

教育総務課 学校保健特別対策事業費補助金

教育総務課 新型コロナウイルス感染症対策　

教育総務課 第二次坂井市教育振興基本計画

教育総務課 地方創生臨時交付金関係（コロナ）

教育総務課 叙位・叙勲

教育総務課 市教育委員会表彰

教育総務課 表彰関係（その他）

教育総務課 公印承認簿



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

教育総務課 陳情・要望書

教育総務課 教育委員会庶務文書

教育総務課 行政財産の目的外使用

教育総務課 教育委員会定例(臨時)会議

教育総務課 教職員離任式・着任式

教育総務課 勤務意向調査（臨時職員）

教育総務課 県都市教育長協議会・福井県市町教育委員会連絡協議会

教育総務課 総合教育会議

教育総務課 教育長案内文書

教育総務課 学校グラウンド管理

教育総務課 複合機・電話リース

教育総務課 土地借上料支払

教育総務課 管理備品購入

教育総務課 出張命令簿

教育総務課 学校施設県調査報告

教育総務課 公立学校施設台帳

教育総務課 学校等樹木管理

教育総務課 学校等施設水質検査

教育総務課 学校団体等補助金

教育総務課 学校施設庶務

教育総務課 消防設備保守点検業務

教育総務課 消防設備保守点検結果報告書

教育総務課 消防設備修繕

教育総務課 給水設備管理業務

教育総務課 遊具維持･管理

教育総務課 工事請負（小中学校屋内運動場照明改修工事）

教育総務課 工事請負（小学校トイレ改修）

教育総務課 工事請負（雄島小学校屋内運動場屋根改修工事）

教育総務課 工事請負（三国西小学校空調設備設置工事）

教育総務課 工事請負（長畝小学校給食室ボイラー取替工事）

教育総務課 工事請負（高椋小学校北校舎非常階段改修工事）

教育総務課 工事請負（磯部小学校職員室空調設備改修工事）

教育総務課 工事請負（春江西小学校防球ネット設置工事）

教育総務課 工事請負（丸岡南中学校木部塗装工事）

教育総務課 特殊建物定期検査

教育総務課 特殊建築物（建築物・建築設備）定期報告書



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

教育総務課 地方教育費調査

教育総務課 児童・生徒用机・いす（購入・修繕・天板）

教育総務課 学校事務の共同実施関係

教育総務課 備品廃棄承認綴

教育総務課 教育用コンピュータ維持管理事業

教育総務課 教育用コンピュータ　ドメイン及びＷＥＢフィルタリング

教育総務課 教職員健康診断

教育総務課 坂井市中高連絡協議会委託事業

教育総務課 学校施設　管理業務（用務員）

教育総務課 学校施設環境改善交付金　

教育総務課 学校施設県調査報告（ＧＩＧＡスクール構想）

教育総務課 【ＧＩＧＡスクール構想】公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金

教育総務課 【ＧＩＧＡスクール構想】公立学校情報機器整備費補助金

教育総務課 小・中学校固定電話サービス料金申込

教育総務課 小学校施設管理業務委託料

教育総務課 学校プール

教育総務課 幼稚園・小学校・中学校施設管理手数料

教育総務課 春江小学校大規模改造工事（建築）　

教育総務課 春江小学校大規模改造工事（電気）　

教育総務課 春江小学校大規模改造工事（機械）　

教育総務課 春江小学校大規模改造工事（監理委託）　

教育総務課 磯部小学校大規模改造工事（設計業務）　

教育総務課 中学校施設管理業務委託料

教育総務課 学校施設等修繕　

教育総務課 学校施設等修繕（長畝小学校火災受信機取替工事）

教育総務課 学校施設等修繕（丸岡中学校火災受信機取替工事）

学校教育課 区域外就学

学校教育課 坂井市教育支援センターに関する文書

学校教育課 議会関係

学校教育課 予算関係

学校教育課 決算関係

学校教育課 監査関係

学校教育課 寄付採納

学校教育課 不登校児童生徒支援事業

学校教育課 部活動

学校教育課 新型コロナウイルス小中学生商品券配布事業



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

学校教育課 新型コロナウイルス感染症収束に向けた県内修学旅行支援事業

学校教育課 スクールカウンセラー事業

学校教育課 ライフパートナー事業

学校教育課 学級編制

学校教育課 学校基本調査

学校教育課 学校給食

学校教育課 中学校卒業者の進路実態調査

学校教育課 学校月報

学校教育課 日本スポーツ振興センター

学校教育課 日本スポーツ振興センター医療費・給付金支払

学校教育課 学校評議員

学校教育課 学校保健(養護）

学校教育課 環境・エネルギー教育支援事業

学校教育課 学校体育・保健体育

学校教育課 教科用図書無償給与（県通知文書）

学校教育課 教職員具申書

学校教育課 教職員辞令

学校教育課 結核検診

学校教育課 学校医健康診断、諸検査健康診断

学校教育課 指定学校変更

学校教育課 施行伺書（一般）

学校教育課 児童生徒の問題行動調査

学校教育課 児童生徒の問題行動等に係る状況報告書

学校教育課 児童生徒の個人状況・学校対応状況シート

学校教育課 辞令発令伺い（臨時雇用）

学校教育課 就学・就園（新入学・新入園）

学校教育課 教育支援委員会

学校教育課 小・中学校通学路

学校教育課 特別支援教育

学校教育課 特別支援教育就学奨励費

学校教育課 特別支援教育奨励費・収入額・需要額調書

学校教育課 特別支援教育奨励費

学校教育課 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金

学校教育課 理科教育振興費

学校教育課 備品廃棄承認綴

学校教育課 給食材料納入登録業者
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学校教育課 児童・生徒事故発生報告

学校教育課 教職員事故発生報告

学校教育課 就学援助費

学校教育課 適応指導教室

学校教育課 通学費補助事業

学校教育課 学校安全（県通知文書等）

学校教育課 人事（県職員）

学校教育課 ふれあい交流事業

学校教育課 スクールバス関係

学校教育課 全国学力・学習状況調査

学校教育課 スクールソーシャルワーカー配置事業

学校教育課 心のパートナー事業

学校教育課 全課程修了者通知

学校教育課 備品購入伺い

学校教育課 中学校クラブ活動推進事業

学校教育課 教職大学院

学校教育課 教職員評価システム

学校教育課 学校給食費納入通知

学校教育課 卒業記念品施行伺い

学校教育課 キャリア教育

学校教育課 地域スポーツ人材活用実践支援事業

学校教育課 教科書改訂事務（　学校）

学校教育課 教科書図書受領数報告

学校教育課 教科書図書需要数報告

学校教育課 庶務文書（県調査・回答）

学校教育課 庶務文書（その他）

学校教育課 施行伺書（学校給食委託業務関係）

学校教育課 施行伺書（学校給食設備修繕関係）

学校教育課 施行伺書（学校給食備品購入関係）

学校教育課 給食調理従事者腸内細菌検査報告書

学校教育課 丸岡地区給食調理場衛生害虫駆除報告書

学校教育課 学校生活ボランティア推進事業

学校教育課 体育に関する事業関係

学校教育課 幼稚園教育

学校教育課 学力調査（県・市）

学校教育課 生徒指導



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

学校教育課 道徳教育総合推進事業

学校教育課 支援員活動日誌

学校教育課 坂井地区学校教育研究会

学校教育課 白川文字学を生かした漢字教育推進

学校教育課 学校給食における食物アレルギー対応に関する文書

学校教育課 学校給食アレルギー対応食提供事業

学校教育課 食物アレルギーに関する調査票（新入生分）

学校教育課 坂井市臨時職員に関すること

学校教育課 坂井地区児童生徒問題行動地域対策会議

学校教育課 坂井地区結核対策委員会

学校教育課 いじめ防止基本方針に関する文書

学校教育課 保・幼・小連携に関する文書

学校教育課 普通・特別交付税に関する文書

学校教育課 マイナンバー制度(社会保障・税番号）に関する文書

学校教育課 県補助・委託事業に関すること

学校教育課 学校図書館に関すること

学校教育課 要保護児童対策地域協議会

学校教育課 校外学習用貸切バス借り上げ契約

学校教育課 子どもの目と歯の健康プロジェクト事業

学校教育課 ＤＶ支援措置申出関係書類

学校教育課 魅力ある学校づくり調査研究事業

学校教育課 英語教育に関すること

学校教育課 主権者教育に関すること

学校教育課 ふるさと学習に関すること

学校教育課 地域と進める体験推進事業

学校教育課 学力向上に関すること

学校教育課 教育支援委員会（教育相談・巡回指導）

学校教育課 芸術文化事業に関すること

学校教育課 就学時健康診断

生涯学習スポーツ課 公印台帳　兼　公印使用簿

生涯学習スポーツ課 条例・規則・規定・要綱

生涯学習スポーツ課 国際交流推進事業

生涯学習スポーツ課 寄附採納

生涯学習スポーツ課 定期監査・例月出納検査

生涯学習スポーツ課 陳情書・要望書

生涯学習スポーツ課 庁内調査回答



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

生涯学習スポーツ課 予算流用伺

生涯学習スポーツ課 公有財産台帳

生涯学習スポーツ課 庁外調査回答

生涯学習スポーツ課 補助金等チェックシートによる１次検証および２次検証

生涯学習スポーツ課 坂井市ＰＴＡ連合会事業補助金

生涯学習スポーツ課 坂井市かるた協会事業補助金

生涯学習スポーツ課 ジュニアリーダー育成事業（生涯学習課）

生涯学習スポーツ課 SAKAIわんぱく少年団

生涯学習スポーツ課 坂井・延岡ジュニア交流隊事業

生涯学習スポーツ課 家庭教育基盤形成事業　家庭教育支援チーム員勤務報告書

生涯学習スポーツ課 家庭教育基盤形成事業

生涯学習スポーツ課 社会教育主事育成事業

生涯学習スポーツ課 出張命令簿

生涯学習スポーツ課 社会教育団体補助金

生涯学習スポーツ課 坂井市民運動推進協議会（会計）

生涯学習スポーツ課 坂井市民運動推進協議会

生涯学習スポーツ課 青少年育成団体運営補助金

生涯学習スポーツ課 坂井市子ども会育成連絡協議会

生涯学習スポーツ課 福井県子ども会育成連合会

生涯学習スポーツ課 坂井市子ども会育成連絡協議会運営補助金

生涯学習スポーツ課 社会教育委員の会

生涯学習スポーツ課 人権問題社会教育指導員設置費補助金

生涯学習スポーツ課 成人式

生涯学習スポーツ課 生涯学習センター

生涯学習スポーツ課 坂井市生涯学習講演会

生涯学習スポーツ課 青少年育成福井県民会議

生涯学習スポーツ課 坂井市青少年育成推進員

生涯学習スポーツ課 県民安全課関係

生涯学習スポーツ課 青少年育成坂井市民会議補助関係

生涯学習スポーツ課 子ども安心県民作戦補助金

生涯学習スポーツ課 青少年育成坂井市民会議

生涯学習スポーツ課 青少年育成事業庶務

生涯学習スポーツ課 放課後子どもプラン

生涯学習スポーツ課 放課後子ども教室推進事業　会計簿

生涯学習スポーツ課 放課後子ども教室推進事業　事業実施計画書・報告書

生涯学習スポーツ課 生涯学習スポーツ課庁用車運転日誌・運転月報



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

生涯学習スポーツ課 坂井市女性の会運営補助金

生涯学習スポーツ課 坂井市成人大学

生涯学習スポーツ課 坂井市子ども会育成連絡協議会　会計簿

生涯学習スポーツ課 合宿通学事業　

生涯学習スポーツ課 坂井地区子ども会育成連絡協議会

生涯学習スポーツ課 成人式会場設営業務

生涯学習スポーツ課 体育指導委員表彰関係

生涯学習スポーツ課 体育指導員名簿

生涯学習スポーツ課 体育施設台帳

生涯学習スポーツ課 体育施設備品台帳

生涯学習スポーツ課 表彰関係

生涯学習スポーツ課 全国スポーツ大会出場激励金支給

生涯学習スポーツ課 体育施設指定管理者制度

生涯学習スポーツ課 スポーツに関する事業委託・補助関係

生涯学習スポーツ課 体育施設用地借上関係

生涯学習スポーツ課 体育施設修繕関係

生涯学習スポーツ課 Ｂ＆Ｇ海洋センター関係

生涯学習スポーツ課 公立武道館協議会

生涯学習スポーツ課 スポーツに関する調査・回答

生涯学習スポーツ課 学校開放関係

生涯学習スポーツ課 スポーツ推進委員関係

生涯学習スポーツ課 体育施設関係

生涯学習スポーツ課 丸岡スポーツランド ネーミングライツ関係

生涯学習スポーツ課 都市体育担当課長会議

生涯学習スポーツ課 スポーツに関する行政財産使用許可関係

生涯学習スポーツ課 体育施設有料広告掲載関係

生涯学習スポーツ課 坂井市スポーツ推進審議会

生涯学習スポーツ課 三国運動公園陸上競技場　公認第２種検定

生涯学習スポーツ課 日本サッカーを応援する自治体連盟

生涯学習スポーツ課 2020年オリンピック東京大会キャンプ誘致

生涯学習スポーツ課 スポーツ振興くじ助成金交付申請関係

生涯学習スポーツ課 （公財）坂井市スポーツ協会

生涯学習スポーツ課 新幹線整備事業に係る丸岡スポーツランド補償関係

生涯学習スポーツ課 令和３年度　全国高等学校総合体育大会　サッカー競技開催

生涯学習スポーツ課 体育施設備品購入

生涯学習スポーツ課 地域海洋センター修繕助成



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

生涯学習スポーツ課 第３２回オリンピック競技大会（2020/東京）

生涯学習スポーツ課 ワールドマスターズゲームズ２０２１関西

生涯学習スポーツ課 丸岡運動公園テニス場人工芝張替工事

生涯学習スポーツ課 新型コロナ感染対策に係るスポ少・スポーツクラブ等対応

生涯学習スポーツ課 （公財）坂井市スポーツ協会に関する財政援助団体監査

生涯学習スポーツ課 福井フルマラソン準備委員会関係

生涯学習スポーツ課 東京2020オリンピック聖火リレー関係

生涯学習スポーツ課 坂井市青少年愛護センター（生涯学習スポーツ課）

生涯学習スポーツ課 愛護センター　表彰

文化課 国・県・各課調査回答文書

文化課 福井県文化課所管文書（文化振興事業）

文化課 文化振興関係庶務

文化課 県文化課等所管通知文書（文化財保護関係）

文化課 文化財保護関係照会・回答文書

文化課 文化財防火デー

文化課 決算・監査資料関係

文化課 資料等利用関係

文化課 文化財保護庶務

文化課 文化課所管施設用地借上等

文化課 坂井市文化協会

文化課 全国大会等出場助成事業

文化課 公印承認簿

文化課 文化協会補助金関係

文化課 指定文化財届出

文化課 全国史跡整備市町村協議会（全国・北信越・県）

文化課 文化財管理事業

文化課 文化振興施行伺

文化課 指定管理者関係（委託契約）

文化課 指定管理者関係

文化課 決算成果表・決算審査

文化課 定期監査

文化課 福井県九市文化課長会議

文化課 坂井市文化未来会議

文化課 一筆啓上日本一短い手紙の館運営事業

文化課 丸岡文化財団補助金

文化課 文化振興管理事業（文化施設管理）

文化課 国及び県指定文化財補助金　



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

文化課 市指定文化財等補助金

文化課 文化財保護審議会綴

文化課 第三セクター　調査・資料

文化課 指定管理者評価関係

文化課 指定管理者協定関係（協定書・計画書）

文化課

丸岡城関連施設指定管理者関係（丸岡城、丸岡歴史民俗資料館、霞ケ城公園、
霞ケ城公園事務所、お天守前駐車場、まちかど公園駐車場、一筆啓上日本一短
い手紙の館）

文化課
文化施設指定管理者関係（坂井市文化の森・YURI文化情報交流館、みくに市民
センター）

文化課 教育振興基本計画

文化課 坂井市文化振興事業団補助金

文化課 条例・規則・要綱

文化課 国宝重要文化財等保存整備費補助金（丸岡城）

文化課 文化財指定書

文化課 埋蔵文化財試掘調査

文化課 六呂瀬山古墳群調査整備委員会

文化課 史跡・名勝・天然記念物　現状変更等許認可文書

文化課 陳情書・要望書

文化課 丸岡城国宝化推進事業

文化課 文化財保存活用地域計画策定事業

文化課 指定文化財管理事業　コウノトリ

選挙管理委員会事務局 会計実地検査関係

選挙管理委員会事務局 在外選挙人名簿

選挙管理委員会事務局 選挙の記録

選挙管理委員会事務局 検察審査会関係綴り

選挙管理委員会事務局 公職選挙法改正通知

選挙管理委員会事務局 公職選挙法第１１条関連

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会備品台帳

選挙管理委員会事務局 政治団体証票交付台帳

選挙管理委員会事務局 選挙管理諸事務

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会告示番号簿

選挙管理委員会事務局 選挙関連会議研修会

選挙管理委員会事務局 郵便投票証明書等台帳

選挙管理委員会事務局 選挙人名簿閲覧申請書

選挙管理委員会事務局 定時登録（報告・告示伺）

選挙管理委員会事務局 不在者投票ができる施設指定通知

選挙管理委員会事務局 裁判員候補者予定者名簿調製

選挙管理委員会事務局 投票区等の見直し関係



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

選挙管理委員会事務局 歴代選挙管理委員名簿

選挙管理委員会事務局 選挙関係協定書

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務関係

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会議案番号簿

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会議案書及び議決書

選挙管理委員会事務局 参議院議員通常選挙関係綴

選挙管理委員会事務局 明るい選挙推進関係

選挙管理委員会事務局 在外選挙に関する通達等

選挙管理委員会事務局 在外選挙人名簿登録・抹消

監査委員事務局 監査関係例規改正

監査委員事務局 都市監査委員会（全国・北陸・福井県・三地区）

監査委員事務局 公印承認簿

監査委員事務局 定期監査資料

監査委員事務局 定期監査通知・結果等

監査委員事務局 棚卸検査通知、結果

監査委員事務局 決算審査資料

監査委員事務局 決算審査通知・結果等

監査委員事務局 健全化審査資料

監査委員事務局 健全化審査通知・結果等

監査委員事務局 例月出納検査通知・結果等

監査委員事務局 例月出納検査資料

監査委員事務局 財政援助団体等監査資料

監査委員事務局 財政援助団体等監査通知・結果等

監査委員事務局 随時監査資料（工事監査等）

監査委員事務局 随時監査通知・結果等（工事監査等）

監査委員事務局 監査委員選任辞令等

監査委員事務局 監査委員事務局職員辞令等

監査委員事務局 予算関係

監査委員事務局 歳入歳出証拠書類

農業委員会事務局 県調査報告書

農業委員会事務局 坂井市農業委員会　親睦会

農業委員会事務局 事務事業評価　綴

農業委員会事務局 予算・決算・監査　関係綴

農業委員会事務局 農業委員会だより　発行業務

農業委員会事務局 農地法第３条の３第１項の規定による届出書綴

農業委員会事務局 現況証明願申請綴

農業委員会事務局 制限除外の農地の移動

農業委員会事務局 地目変更届綴
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農業委員会事務局 農地法３条申請書綴

農業委員会事務局 農地法４条申請書綴

農業委員会事務局 農地法５条申請書綴

農業委員会事務局 農地法第１８条第６項通知書

農業委員会事務局 農地法第３．４．５条許可済証書写綴

農業委員会事務局 農地法第３．４．５条許可書交付簿

農業委員会事務局 農用地利用集積計画書協議書

農業委員会事務局 農地法関係取下げ取消し関係綴

農業委員会事務局 農地情報公開システム

農業委員会事務局 中間管理事業関係

農業委員会事務局 農地の利用意向調査（農地法第３２条）関係綴

農業委員会事務局 農地移動適正化あっせん事業

農業委員会事務局 非農地証明

農業委員会事務局 納税猶予証明綴

農業委員会事務局 農業委員会関係法改正・通達関係

農業委員会事務局 福井地区農業委員会協議会綴

農業委員会事務局 納税猶予に関する通知書綴

農業委員会事務局 農業委員会開催通知

農業委員会事務局 農業委員会議案書

農業委員会事務局 農業委員会議事録

農業委員会事務局 農業委員会交付金、補助金

農業委員会事務局 農業委員会証明

農業委員会事務局 農業委員会調査回答書

農業委員会事務局 農作業料金

農業委員会事務局 買受適格証明願

農業委員会事務局 賃借料情報提供綴

農業委員会事務局 農業委員報酬関係綴

農業委員会事務局 農地基本台帳閲覧・写し交付申請綴

農業委員会事務局 農地所有適格法人

農業委員会事務局 全国農業新聞関係綴

農業委員会事務局 競売公売通知綴

農業委員会事務局 農地集積・集約化対策事業費補助　　機構集積支援事業

農業委員会事務局 農地利用最適化交付金事業　

農業委員会事務局 遊休農地に関する措置の実施状況

農業委員会事務局 農業委員　募集

農業委員会事務局 農業委員会事務の実施状況

農業委員会事務局 農地利用最適化業務活動日誌

農業委員会事務局 荒廃農地の発生・解消状況に関する調査



　　　　令和２年度　保存簿冊一覧

農業委員会事務局 農地利用最適化推進委員　推薦書・応募書

農業委員会事務局 農業委員　推薦書・応募書

農業委員会事務局 臨時職員　勤務日報

農業委員会事務局 法務局照会

農業委員会事務局 受給者死亡届出・未支給請求書関係綴

農業委員会事務局 農業者年金一般文書綴

農業委員会事務局 農業者年金業務委託

農業委員会事務局 農業者年金現況届書

農業委員会事務局 農業者年金裁定請求書

農業委員会事務局 農業者年金諸届

農業委員会事務局 農業者年金被保険者名簿

農業委員会事務局 農業者年金加入申込・変更届出

農業委員会事務局 農業会議業務

農業委員会事務局 農業会議調査回答書

農業委員会事務局 福井県農業委員会事務研究協議会

公平委員会 規則等公布簿（公平委員会）

公平委員会 公平委員会庶務

公平委員会 公平委員会会議録

公平委員会 公平委員会選任伺

公平委員会 処分通知

公平委員会 公平委員会辞職伺

公平委員会 公平委員会感謝状授与

公平委員会 不服申立

固定資産評価委員会 固定資産評価審査委員会

固定資産評価委員会 固定資産評価審査委員会庶務


