
平成30年4月1日から適用

令和4年7月1日改正

令和5年4月1日改正

事　項 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

保存期間終了時の措置

1 法律の制定又は改廃及
びその経緯

立案の検討
解釈又は運用の基準の設定

法律に係る解釈又は運用の基
準の設定のため等の決裁文書

諮問
ガイドライン
運用の手引

労働基準法関係 法改正関係 労働基準法の一部を改正する
法律案（○年度）

20年 2(1)①1 移管

労働関係法関係 法改正関係 労働契約法の一部を改正する
法律案（○年度）

専門的知識等を有する有期雇
用労働者等に関する特別措置
法の一部を改正する法律案
（○年度）

4 省令その他の規則の制
定又は改廃及びその経
緯

解釈又は運用の基準の設定 省令その他の規則に係る解釈
又は運用の基準の設定のため
等の決裁文書

逐条解説
ガイドライン
運用の手引

労働基準法関係 法改正関係 省令関係（○年度） 20年 2(1)①4 移管

労働契約承継法関係 省令 労働契約承継法○○改正（○
年度）

5 閣議の決定又は了解及
びその経緯

質問主意書に対する答弁に関
する閣議の求め及び国会に対
する答弁その他の重要な経緯

答弁が記録された文書 答弁書等 主意書関係 労働契約法 質問主意書（○年度） 20年 2(1)①5(3) 移管

労働組合法

専門的知識等を有する有期雇
用労働者等に関する特別措置
法

従業員代表制

9 他の行政機関に対して
示す基準の設定及びそ
の経緯

基準の設定に関する立案の検
討その他の重要な経緯

指針を設定するための決裁文
書等

指針 国家戦略特別区域法 雇用指針関係 雇用指針（○年度） 30年 2(1)①9 移管

職員の人事に関する事
項

人事関係 ①出勤簿等 出勤簿 庶務関係 出勤簿 出勤簿（○年） ５年 － 廃棄

②休暇簿等 年次休暇簿等 休暇簿 休暇簿（○年） ３年

③超過勤務命令簿等 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿 超過勤務命令簿（○年度） ５年

勤務時間管理 勤務時間報告書 勤務時間関係（○年度） ３年

④旅行命令等 旅行命令簿
旅行依頼簿

旅行命令簿 旅行命令簿（○年度） ５年

復命書 復命書 復命書（○年度） ３年

⑤任命関係書類 係設置規程による人事異動通
知書

任命関係 任命関係（○年度） ３年

その他 その他 海外渡航関係 海外渡航関係（○年度） ３年

14 告示、訓令及び通達の
制定又は改廃及びその
経緯

告示の立案の検討その他重要
な経緯（１の項から13の項ま
でに掲げるものを除く。）

制定又は改廃のための決裁文
書

告示案 労働基準法関係 告示関係 労働基準法○○改正（○年
度）

10年 2(1)①14(1) 廃棄

労働契約承継法関係 告示関係 労働契約承継法○○改正（○
年度）

通達の立案の検討その他重要
な経緯（１の項から13の項ま
でに掲げるものを除く。）

制定又は改廃のための決裁文
書

通達案 労働基準法関係 法施行関係 労働基準法関係各種通達等
（○年度）

2(1)①14(2)

労働組合法関係 法施行関係 労働組合法関係各種通達等
（○年度）

労働関係法関係 コロナ関係各種通達等【労働
契約法関係】（○年度）

移管

労働契約法関係各種通達等
（○年度）

廃棄

専門的知識等を有する有期雇
用労働者等に関する特別措置
法関係各種通達等（○年度）

15 予算及び決算に関する
事項

歳入、歳出、継続費、繰越明
許費及び国庫債務負担行為の
見積に関する書類の作製その
他の予算に関する重要な経緯

予算の成立に至る過程が記録
された文書

レビューシート 予算関係 行政事業レビュー 行政事業レビュー（○年度） 10年 － 廃棄

20 栄典又は表彰に関する
事項

栄典又は表彰の授与又ははく
奪の重要な経緯

栄典又は表彰の授与又ははく
奪をするための決裁文書及び
伝達の文書

原議 企画関係 労政行政大臣表彰 労政行政大臣表彰（○年） 10年 2(1)①20 廃棄

21 国会及び審議会等にお
ける審議等に関する事
項

国会審議（１の項から20の項
までに掲げるものを除く。）

国会審議文書 答弁書 国会関係 国会答弁 国会答弁（○年度） 10年 2(1)①21(1) 移管

審議会等（１の項から20 の
項までに掲げるものを除
く。）

審議会、研究会等文書 検討会等の開催案内等 検討会関係 ○○に関する事項 事務手続関係（○年度） ５年 － 廃棄

委員の任免等 労働条件分科会有期雇用特別
部会関係

有期雇用特別部会委員関係 委員の任免等（○年度） 10年

委員の任免 同意人事等に関する文書 任免に関する文書 中央労働委員会 同意人事等関係 同意人事等関係（○年度）

閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議（これらに準ずるものを含む。）の決定又は了解及びその経緯

複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯

職員の人事に関する事項

その他の事項

労働基準局労働関係法課　標準文書保存期間基準（保存期間表）

13

文書管理者：労働基準局労働関係法課長

法令の制定又は改廃及びその経緯

法施行関係



22 文書の管理等に関する
事項

文書の管理等 公文書管理法関係 標準文書保存期間基準 文書管理 文書管理 標準文書保存期間基準（労働
基準局労働関係法課）

常用 2(1)①22 廃棄

施行簿 施行簿 労働基準局労働関係法課施行
簿（○年度）

30年

廃棄記録簿 廃棄記録簿 行政文書ファイル等廃棄記録
簿（○年度）

５年

23 統計調査に関する事項 統計調査に関する重要な経緯 統計の実施に関する経緯が記
録された文書

実施案 労働関係法関係 統計調査関係 ○年度有期労働契約に関する
実態調査

５年 2(1)①23 廃棄

調査票（記録媒体を問わず実
査段階において作成・収集さ
れたもの）

調査票 ○年度有期労働契約に関する
実態調査（事業所調査・個人
調査）（調査票情報等）

常用 移管

統計の集計結果に関する文書 調査報告書 ○年度有期労働契約に関する
実態調査（事業所調査・個人
調査）（集計結果等）

30年

24 契約に関する事項 契約に関する重要な経緯 契約に係る決裁文書及びその
他契約に至る過程が記録され
た文書

仕様書
技術等審査会関係文書
履行体制証明関係文書

労働基準法関係 調達関係 労働基準法に関する調達関係
（○年度）

５年 2(1)①24 廃棄

労働関係法関係 調達関係 労働契約法に関する調達関係
（○年度）

専門的知識等を有する有期雇
用労働者等に関する特別措置
法に関する調達関係（○年
度）

労働契約承継法関係 調達関係 労働契約承継法に関する調達
関係（○年度）

国家戦略特別区域法 調達関係 雇用労働相談センターに関す
る調達関係（○年度）

国際労働関係事業 調達関係 国際労働関係事業に関する調
達関係（○年度）

庶務関係 調達関係 各種会議に関する調達関係
（○年度）

情報公開の事務処理に
関する事項

各種事務処理手引き等 処理手引き 開示請求書、開示決定通知書 文書管理 情報公開 情報公開関係（○年度） ５年 － 廃棄

中央労働委員会に関す
る事項

委員の任免 同意人事等に関する文書 任免に関する文書 中央労働委員会 同意人事等関係 同意人事等関係（○年度） 10年 － 廃棄

国際労働関係に関する
事項

国際労働に関する文書 依頼文案 国際労働関係事業 事業実施 在外公館等便宜供与方依頼
（○年度）

５年 － 廃棄

その他業務に関する事項給与関係閣僚会議開催 その他業務に関する文書 開催起案文書 企画関係 人事院勧告 給与関係閣僚会議（○年度） 10年 － 廃棄

労働相談状況報告依頼 依頼文書 労働相談関係 労働相談状況報告 労働相談状況報告（○年度）

新型コロナウイルス関連文書 新型コロナワクチン接種に関
する労働関係法関係の質疑応
答文書

新型コロナウイルス対応 コロナワクチン関係対応 コロナワクチン接種に関する
QA【労働関係法関係】（○年
度）

３年 － 移管

新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえた企業に対する
啓発指導にかかる報告

コロナ関係啓発指導 コロナ関係啓発指導報告（○
年度）

その他上記の分類により判断し難いものについては、文書管理者に適宜相談すること。

文書の管理等に関する事項

上記各号に該当しない事項



○　ガイドラインに示された保存期間１年未満文書（B文書）の類型一覧

No 類型 具体例

1 正本又は原本が別に管理されている行政文書の写し 当該文書管理者（課室）以外が作成した文書

2 定型的又は日常的な業務連絡、日程表等 作業依頼関係、情報提供関係

3 出版物又は公表物を編集した文書 新聞記事の切り抜き

4 厚生労働省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答 照会対応一覧

5 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書 文書中の件数誤り、用語誤り等があった文書

6
意思決定に至る過程で作成した文書であって、当該意思決定に与える影響
がないものとして、長期間の保存を要しないと判断されるもの

文書管理者の確認を経る前段階で修正があった文書

7
保存期間表において、保存期間を１年未満と設定することが適当なものとし
て、業務単位で具体的に定められた文書

文書管理者ごとに設定（上記具体例を参照）


