
名称 保存期間
大分類 中分類 （小分類） 満了日

平成24年度 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 山口大学３０年史 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 山口大学５０年記念誌（第１部通史） 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人の沿革記録に関するもので重要な文書 山口大学５０年記念誌（第２部写真集） 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和55年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 昭和55年度学長選挙 1981/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和58年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 昭和58年度学長選挙 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 昭和61年度学長選挙 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成4年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成4年度学長選挙 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成7年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成7年度学長選挙 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成17年度学長選挙 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成18年度学長選挙 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成19年度学長選挙 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成20年度学長選挙 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 学長の選考に関する文書 平成21年度学長選挙 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成1年度大学院等設置申請書 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成2年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成2年度大学院等設置申請書 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成20年度共同獣医学部設置関係 2009/4/1 紙 事務室 2039/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成21年度共同獣医学部設置関係 2010/4/1 紙 事務室 2040/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成22年度共同獣医学部設置関係 2011/4/1 紙 事務室 2041/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置並びに改廃に関する文書 平成23年度共同獣医学部設置関係 2012/4/1 紙 事務室 2042/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成18年度医学系研究科農学系代議員会 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成19年度医学系研究科農学系代議員会 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成20年度医学系研究科農学系代議員会 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成21年度医学系研究科農学系代議員会 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成22年度医学系研究科農学系代議員会 2011/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成23年度医学系研究科農学系代議員会 2012/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成24年度医学系研究科農学系代議員会 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和32年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和32年度教官会議 1958/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和33年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和33年度教官会議 1959/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和34年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和34年度教官会議 1960/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和35年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和35年度教官会議 1961/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和36年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和36年度教官会議 1962/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和37年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和37年度教官会議 1963/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和38年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和38年度教官会議 1964/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和39年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和39年度教官会議 1965/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和40年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和40年度教官会議 1966/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和41年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和41年度教官会議 1967/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和42年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和42年度教官会議 1968/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和43年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和43年度教官会議 1969/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和44年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和44年度教官会議 1970/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和45年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和45年度教官会議 1971/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和46年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和46年度教官会議 1972/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和47年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和47年度教官会議 1973/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和48年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和48年度教官会議 1974/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和49年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和49年度教官会議 1975/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和50年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和50年度教官会議 1976/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和51年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和51年度教官会議 1977/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和52年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和52年度教官会議 1978/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和53年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和53年度教官会議 1979/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和54年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和54年度教官会議 1980/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和55年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和55年度教官会議 1981/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和56年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和56年度教官会議 1982/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和57年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和57年度教官会議 1983/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和58年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和58年度教官会議 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和59年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和59年度教官会議 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和60年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和60年度教官会議 1986/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和61年度教官会議 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和62年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和62年度教官会議 1988/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和63年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和63年度教官会議 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成1年度教官会議 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成2年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成2年度教官会議 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成3年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成3年度教官会議 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成4年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成4年度教官会議 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成5年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成5年度教官会議 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成6年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成6年度教官会議 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成7年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成7年度教官会議 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成8年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成8年度教官会議 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成9年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成9年度教官会議 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成10年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成10年度教官会議 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成11年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成11年度教官会議 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成12年度教官会議 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成13年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成13年度教官会議 2002/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成14年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成14年度教官会議 2003/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成15年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成15年度教官会議 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成16年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成16年度教官会議 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
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備考作成・取得年度等
文　書　分　類

起算日
媒体の
種別

保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

平成17年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成17年度教官会議 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成18年度教官会議 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成19年度拡大教授会 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成20年度拡大教授会 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成21年度拡大教授会 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成22年度拡大教授会 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成23年度拡大教授会 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成24年度拡大農学系学科代議員会 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和27年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和27年度教授会 1953/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和28年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和28年度教授会 1954/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和29年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和29年度教授会 1955/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和30年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和3０年度教授会 1956/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和31年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和31年度教授会 1957/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和32年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和32年度教授会 1958/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和33年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和33年度教授会 1959/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和34年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和34年度教授会 1960/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和35年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和35年度教授会 1961/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和36年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和36年度教授会 1962/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和37年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和37年度教授会 1963/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和38年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和38年度教授会 1964/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和39年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和39年度教授会 1965/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和40年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和40年度教授会 1966/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和41年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和41年度教授会 1967/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和42年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和42年度教授会 1968/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和43年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和43年度教授会 1969/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和44年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和44年度教授会 1970/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和45年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和45年度教授会 1971/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和46年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和46年度教授会 1972/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和47年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和47年度教授会 1973/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和48年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和48年度教授会 1974/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和49年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和49年度教授会 1975/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和50年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和50年度教授会 1976/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和51年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和51年度教授会 1977/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和52年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和52年度教授会 1978/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和53年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和53年度教授会 1979/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和54年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和54年度教授会 1980/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和55年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和55年度教授会 1981/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和56年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和56年度教授会 1982/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和57年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和57年度教授会 1983/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和58年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和58年度教授会 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和59年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和59年度教授会 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和60年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和60年度教授会 1986/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和61年度教授会 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和62年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和62年度教授会 1988/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和63年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和63年度教授会 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成1年度教授会 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成2年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成2年度教授会 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成3年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成3年度教授会 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成4年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成4年度教授会 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成5年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成5年度教授会 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成6年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成6年度教授会 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成7年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成7年度教授会 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成8年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成8年度教授会 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成9年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成9年度教授会 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成10年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成10年度教授会 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成11年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成11年度教授会 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成12年度教授会 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成13年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成13年度教授会 2002/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成14年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成14年度教授会 2003/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成15年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成15年度教授会 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成16年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成16年度教授会 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成17年度教授会 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成18年度教授会 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成19年度教授会 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成20年度教授会 2009/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成21年度教授会 2010/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成22年度教授会 2011/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成23年度教授会 2012/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成24年度農学系学科代議員会 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和44年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和44年度研究科委員会 1970/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和45年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和45年度研究科委員会 1971/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和46年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和46年度研究科委員会 1972/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和47年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和47年度研究科委員会 1973/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和48年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和48年度研究科委員会 1974/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
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昭和49年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和49年度研究科委員会 1975/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和50年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和50年度研究科委員会 1976/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和51年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和51年度研究科委員会 1977/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和52年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和52年度研究科委員会 1978/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和53年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和53年度研究科委員会 1979/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和54年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和54年度研究科委員会 1980/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和55年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和55年度研究科委員会 1981/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和56年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和56年度研究科委員会 1982/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和57年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和57年度研究科委員会 1983/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和58年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和58年度研究科委員会 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和59年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和59年度研究科委員会 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和60年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和60年度研究科委員会 1986/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和61年度研究科委員会 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和62年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和62年度研究科委員会 1988/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和63年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 昭和63年度研究科委員会 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成1年度研究科委員会 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成2年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成2年度研究科委員会 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成3年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成3年度研究科委員会 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成4年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成4年度研究科委員会 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成5年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成5年度研究科委員会 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成6年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成6年度研究科委員会 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成7年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成7年度研究科委員会 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成8年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成8年度研究科委員会 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成9年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成9年度研究科委員会 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成10年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成10年度研究科委員会 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成11年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成11年度研究科委員会 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成12年度研究科委員会 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成13年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成13年度研究科委員会 2002/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成14年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成14年度研究科委員会 2003/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成15年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成15年度研究科委員会 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成16年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成16年度研究科委員会 2005/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成17年度研究科委員会 2006/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成18年度研究科委員会 2007/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成19年度研究科委員会 2008/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成20年度研究科委員会 2009/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成21年度研究科委員会 2010/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成22年度研究科委員会 2011/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成23年度研究科委員会 2012/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 教授会の記録に関する文書 平成24年度研究科委員会 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和41年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 昭和41年度公印管守 1967/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和53年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 昭和53年度公印管守 1979/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和54年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 昭和54年度公印管守 1980/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 昭和61年度公印管守 1987/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成1年度公印管守 1990/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成3年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成3年度公印管守 1992/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成5年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成5年度公印管守 1994/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成9年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成9年度公印管守 1998/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成10年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成10年度公印管守 1999/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成18年度公印管守 1999/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 公印の作成、廃止及び改刻に関する文書 平成23年度公印管守 1999/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和38年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和38年度学部長選考 1964/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和40年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和40年度学部長選考 1966/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和42年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和42年度学部長選考 1968/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和44年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和44年度学部長選考 1970/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和46年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和46年度学部長選考 1972/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和48年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和48年度学部長選考 1974/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和50年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和50年度学部長選考 1976/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和52年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和52年度学部長選考 1978/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和54年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和54年度学部長選考 1980/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和56年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和56年度学部長選考 1982/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和57年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和57年度学部長選考 1983/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和59年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和59年度学部長選考 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和61年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和61年度学部長選考 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
昭和63年度 その他 部局長の選考に関する文書 昭和63年度学部長選考 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成2年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成2年度学部長選考 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成4年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成4年度学部長選考 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成6年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成6年度学部長選考 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成8年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成8年度学部長選考 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成10年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成10年度学部長選考 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成12年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成12年度学部長選考 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成13年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成13年度学部長選考 2002/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成14年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成14年度学部長選考 2003/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成15年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成15年度学部長選考 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成16年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成16年度学部長選考 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
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平成17年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成17年度学部長選考 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成19年度学部長選考 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成21年度学部長選考 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 その他 部局長の選考に関する文書 平成23年度学部長選考 2006/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成20年度農学系学部長会議 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成21年度農学系学部長会議 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成22年度農学系学部長会議 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成23年度農学系学部長会議 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成24年度農学系学部長会議 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成20年度農学系事務協議会 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成21年度農学系事務協議会 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成22年度農学系事務協議会 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成23年度農学系事務協議会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 会議に関する文書 平成24年度農学系事務協議会 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成16年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成16年度監査関係 2005/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成17年度監査関係 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成18年度監査関係 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成19年度監査関係 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成20年度監査関係 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成21年度監査関係 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成22年度監査関係 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成23年度監査関係 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 監事監査・内部監査に関する文書 平成24年度監査関係 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成19年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成20年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成21年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成22年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成23年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成24年度学校教員統計調査・大学情報データベース 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成20年度調査・統計 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成21年度調査・統計 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度調査・統計 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成23年度調査・統計 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成24年度調査・統計 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成20年度旅行命令簿 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成21年度旅行命令簿 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成22年度旅行命令簿 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成23年度旅行命令簿 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 旅行命令に関する文書 平成24年度旅行命令簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度山口大学規則通知 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度山口大学規則通知 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度山口大学規則通知 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度山口大学規則通知 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度山口大学規則通知 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度勤務時間管理 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度勤務時間管理 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度勤務時間管理 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度勤務時間管理 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度勤務時間管理 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度国際交流・国際事業 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度国際交流・国際事業 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度国際交流・国際事業 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度服務管理 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度服務管理 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度服務管理 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度服務管理 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度服務管理 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 平成20年度各種委員会 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 平成21年度各種委員会 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 平成22年度各種委員会 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 平成23年度各種委員会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 平成24年度各種委員会 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成6年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成6年度各省庁通知 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成7年度各省庁通知 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成8年度各省庁通知 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成9年度各省庁通知 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成10年度各省庁通知 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成11年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成11年度各省庁通知 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成12年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成12年度各省庁通知 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成13年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成13年度各省庁通知 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成14年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成14年度各省庁通知 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成15年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成15年度各省庁通知 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成16年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成16年度各省庁通知 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成17年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成17年度各省庁通知 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
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平成18年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成18年度各省庁通知 2007/4/1 紙 事務室 2037/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成19年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成19年度各省庁通知 2008/4/1 紙 事務室 2038/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成20年度各省庁通知 2009/4/1 紙 事務室 2039/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成21年度各省庁通知 2010/4/1 紙 事務室 2040/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成22年度各省庁通知 2011/4/1 紙 事務室 2041/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成23年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成23年度各省庁通知 2012/4/1 紙 事務室 2042/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成24年度 その他 各省庁からの諸通知及び往復書簡で重要な文書 平成24年度各省庁通知 2013/4/1 紙 事務室 2043/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
昭和58年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和58年度教職員定員数 1984/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和59年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和59年度教職員定員数 1985/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和60年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和60年度教職員定員数 1986/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和61年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和61年度教職員定員数 1987/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和62年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和62年度教職員定員数 1988/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和63年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 昭和63年度教職員定員数 1989/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成1年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成1年度教職員定員数 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成2年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成2年度教職員定員数 1991/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成3年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成3年度教職員定員数 1992/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成4年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成4年度教職員定員数 1993/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成5年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成5年度教職員定員数 1994/4/1 紙 事務室 2024/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成6年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成6年度教職員定員数 1995/4/1 紙 事務室 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成7年度教職員定員数 1996/4/1 紙 事務室 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成8年度教職員定員数 1997/4/1 紙 事務室 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成9年度教職員定員数 1998/4/1 紙 事務室 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成10年度教職員定員数 1999/4/1 紙 事務室 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成11年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成11年度教職員定員数 2000/4/1 紙 事務室 2030/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成12年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成12年度教職員定員数 2001/4/1 紙 事務室 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成13年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成13年度教職員定員数 2002/4/1 紙 事務室 2032/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成14年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成14年度教職員定員数 2003/4/1 紙 事務室 2033/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成15年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成15年度教職員定員数 2004/4/1 紙 事務室 2034/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成16年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成16年度教職員定員数 2005/4/1 紙 事務室 2035/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成17年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成17年度教職員定員数 2006/4/1 紙 事務室 2036/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成18年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成18年度教職員定員数 2007/4/1 紙 事務室 2037/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成19年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成19年度教職員定員数 2008/4/1 紙 事務室 2038/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成20年度教職員定員数 2009/4/1 紙 事務室 2039/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成21年度教職員定員数 2010/4/1 紙 事務室 2040/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成22年度教職員定員数 2011/4/1 紙 事務室 2041/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成23年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成23年度教職員定員数 2012/4/1 紙 事務室 2042/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成24年度 その他 学部・学科・講座・学科目等の定員に関する文書 平成24年度教職員定員数 2013/4/1 紙 事務室 2043/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成16年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 平成16年度協定書・契約書・覚書 2005/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 平成19年度協定書・契約書・覚書 2008/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 平成22年度協定書・契約書・覚書 2011/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 平成23年度協定書・契約書・覚書 2012/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 平成24年度協定書・契約書・覚書 2013/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成18年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2007/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2008/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2010/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2011/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2012/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 その他 協定書の締結・改廃に関する文書 学術交流協定 2013/4/1 紙 農学部総務企画係 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 法人文書ファイル管理簿 平成22年度法人文書ファイル管理簿 2011/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 法人文書ファイル管理簿 平成23年度法人文書ファイル管理簿 2012/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 法人文書ファイル管理簿 平成24年度法人文書ファイル管理簿 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
昭和24年度 職員の人事に関する事項 人事記録・附属書類 個人フォルダー 1950/4/1 紙 農学部4階書庫 なし 農学部総務企画係 農学部庶務係 無期限 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成20年度勤務時間状況票 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成21年度勤務時間状況票 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成22年度勤務時間状況票 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成23年度勤務時間状況票 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成24年度勤務時間状況票 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成20年度勤務時間報告書・超過勤務命令簿 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成21年度勤務時間報告書・超過勤務命令簿 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成22年度勤務時間報告書・超過勤務命令簿 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成23年度勤務時間報告書・超過勤務命令簿 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成24年度勤務時間報告書・超過勤務命令簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成20年度出勤簿 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成21年度出勤簿 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成22年度出勤簿 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成23年度出勤簿 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成24年度出勤簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成20年度期末・勤勉手当・役職加算 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成21年度期末・勤勉手当・役職加算 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成22年度期末・勤勉手当・役職加算 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成23年度期末・勤勉手当・役職加算 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成24年度期末・勤勉手当・役職加算 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成20年度週休日の割振簿・休日の振替簿・勤務時間割振簿 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成21年度週休日の割振簿・休日の振替簿・勤務時間割振簿 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄

5／17



名称 保存期間
大分類 中分類 （小分類） 満了日

保存期間満
了後

備考作成・取得年度等
文　書　分　類

起算日
媒体の
種別

保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成22年度週休日の割振簿・休日の振替簿・勤務時間割振簿 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成23年度週休日の割振簿・休日の振替簿・勤務時間割振簿 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成24年度週休日の割振簿・休日の振替簿・勤務時間割振簿 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成20年度休暇簿・研修願・職務専念義務免除 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成21年度休暇簿・研修願・職務専念義務免除 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成22年度休暇簿・研修願・職務専念義務免除 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成23年度休暇簿・研修願・職務専念義務免除 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の勤務の状況が記載された文書 平成24年度休暇簿・研修願・職務専念義務免除 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成22年度研修 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 3年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成23年度研修 2012/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 3年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 研修に関する文書 平成24年度研修 2013/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 3年 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成18年度人件費所要見込額調査 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成19年度人件費所要見込額調査 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成20年度人件費所要見込額調査 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成21年度人件費所要見込額調査 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成22年度人件費所要見込額調査 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成23年度人件費所要見込額調査 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関するもので重要な文書 平成24年度人件費所要見込額調査 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 その他 証明書に関する文書 平成20年度各種証明書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 その他 証明書に関する文書 平成21年度各種証明書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 その他 証明書に関する文書 平成22年度各種証明書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 その他 証明書に関する文書 平成23年度各種証明書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 その他 証明書に関する文書 平成24年度各種証明書 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成20年度俸給の調整額 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成21年度俸給の調整額 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成22年度俸給の調整額 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成23年度俸給の調整額 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の諸手当に関する文書 平成24年度俸給の調整額 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
昭和58年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和58年度常勤職員任免 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和59年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和59年度常勤職員任免 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和60年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和60年度常勤職員任免 1986/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和61年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和61年度常勤職員任免 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和62年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和62年度常勤職員任免 1988/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和63年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 昭和63年度常勤職員任免 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成1年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成1年度常勤職員任免 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成2年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成2年度常勤職員任免 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成3年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成3年度常勤職員任免 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成4年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成4年度常勤職員任免 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成5年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成5年度常勤職員任免 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 2024/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成6年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成6年度常勤職員任免 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成7年度常勤職員任免 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成8年度常勤職員任免 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成9年度常勤職員任免 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成10年度常勤職員任免 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成11年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成11年度常勤職員任免 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 2030/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成12年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成12年度常勤職員任免 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成13年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成13年度常勤職員任免 2002/4/1 紙 農学部4階書庫 2032/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成14年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成14年度常勤職員任免 2003/4/1 紙 農学部4階書庫 2033/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成15年度常勤職員任免 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2034/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成16年度常勤職員任免 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2035/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成17年度常勤職員任免 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2036/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成18年度常勤職員任免 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2037/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成19年度常勤職員任免 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2038/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成20年度常勤職員任免 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2039/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成21年度常勤職員任免 2010/4/1 紙 事務室 2040/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成22年度常勤職員任免 2011/4/1 紙 事務室 2041/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成23年度常勤職員任免 2012/4/1 紙 事務室 2042/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関するもので重要な文書 平成24年度常勤職員任免 2013/4/1 紙 事務室 2043/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
昭和61年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 昭和61年度退職手当 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和62年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 昭和62年度退職手当 1988/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和63年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 昭和63年度退職手当 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成1年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成1年度退職手当 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成2年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成2年度退職手当 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成3年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成3年度退職手当 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成4年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成4年度退職手当 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成5年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成5年度退職手当 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 2024/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成6年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成6年度退職手当 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成7年度退職手当 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成8年度退職手当 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成9年度退職手当 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成10年度退職手当 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成11年度 職員の人事に関する事項 退職手当支給に関する文書 平成11年度退職手当 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 2030/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 人事関係学内通知 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 法令・規則・通知等で本法人の規則の規範となる文書 給与関係学内通知 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
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保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

平成18年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成18年度栄典・表彰 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成19年度栄典・表彰 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成20年度栄典・表彰 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成21年度栄典・表彰 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成22年度栄典・表彰 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成23年度栄典・表彰 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成24年度栄典・表彰 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成15年度公務災害・通勤災害 2004/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成16年度公務災害・通勤災害 2005/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成17年度公務災害・通勤災害 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成18年度公務災害・通勤災害 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成19年度公務災害・通勤災害 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成20年度公務災害・通勤災害 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成21年度公務災害・通勤災害 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成22年度公務災害・通勤災害 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成23年度公務災害・通勤災害 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 災害補償に関する文書 平成24年度公務災害・通勤災害 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成15年度特別昇給 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成16年度特別昇給 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成17年度特別昇給 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成18年度特別昇給 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成19年度特別昇給 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成20年度特別昇給 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成21年度特別昇給 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成22年度特別昇給 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成23年度特別昇給 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の給与に関する文書 平成24年度特別昇給 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成15年度兼業 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成16年度兼業 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成17年度兼業 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成18年度兼業 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成19年度兼業 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成20年度兼業 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成21年度兼業 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成22年度兼業 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成23年度兼業 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の兼業に関する文書 平成24年度兼業 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成17年度健康診断 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成18年度健康診断 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成19年度健康診断 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成20年度健康診断 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成21年度健康診断 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成22年度健康診断 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成23年度健康診断 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の健康診断に関する文書 平成23年度健康診断 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成15年度ＴＡ・ＲＡ 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成16年度ＴＡ・ＲＡ 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成17年度ＴＡ・ＲＡ 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成18年度ＴＡ・ＲＡ 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成19年度ＴＡ・ＲＡ 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成20年度ＴＡ・ＲＡ 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成21年度ＴＡ・ＲＡ 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成22年度ＴＡ・ＲＡ 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成23年度ＴＡ・ＲＡ 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成24年度ＴＡ・ＲＡ 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成15年度非常勤講師 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成16年度非常勤講師 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成17年度非常勤講師 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成18年度非常勤講師 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成19年度非常勤講師 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成20年度非常勤講師 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成21年度非常勤講師 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成22年度非常勤講師 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成23年度非常勤講師 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成24年度非常勤講師 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成15年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成15年度非常勤職員（任免） 2004/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成16年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成16年度非常勤職員（任免） 2005/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成17年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成17年度非常勤職員（任免） 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成18年度非常勤職員（任免） 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成19年度非常勤職員（任免） 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成20年度非常勤職員（任免） 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成21年度非常勤職員（任免） 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成22年度非常勤職員（任免） 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成23年度非常勤職員（任免） 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
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平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成24年度非常勤職員（任免） 2013/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成22年度客員教授 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成23年度客員教授 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 職員の任免に関する文書 平成24年度客員教授 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成18年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成18年度名誉教授 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成19年度名誉教授 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成20年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成20年度名誉教授 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成21年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成21年度名誉教授 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成22年度名誉教授 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成23年度名誉教授 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 職員の人事に関する事項 栄典・表彰に関する文書 平成24年度名誉教授 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
昭和58年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和61年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1987/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成1年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1990/4/1 紙 農学部4階書庫 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成2年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1991/4/1 紙 農学部4階書庫 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成3年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成4年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成5年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 2024/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成6年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 その他 放射性同位元素の取扱に関するもので重要なもの 放射線同位元素 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和58年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 RI総合実験室関係 1984/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和59年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 RI総合実験室関係 1985/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和60年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 RI総合実験室関係 1986/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
昭和63年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 RI総合実験室関係 1989/4/1 紙 農学部4階書庫 2019/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成3年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1992/4/1 紙 農学部4階書庫 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成4年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1993/4/1 紙 農学部4階書庫 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成5年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1994/4/1 紙 農学部4階書庫 2024/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成6年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1995/4/1 紙 農学部4階書庫 2025/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成7年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1996/4/1 紙 農学部4階書庫 2026/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成8年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1997/4/1 紙 農学部4階書庫 2027/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成9年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1998/4/1 紙 農学部4階書庫 2028/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成10年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 1999/4/1 紙 農学部4階書庫 2029/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成11年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 2000/4/1 紙 農学部4階書庫 2030/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成12年度 その他 放射性同位元素等使用施設の設置・改廃・変更等に関する文書 X線関係 2001/4/1 紙 農学部4階書庫 2031/3/31 農学部総務企画係 農学部庶務係 30年 廃棄
平成21年度 その他 評価に関する文書 平成21年度教職員人事評価 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成22年度 その他 評価に関する文書 平成22年度教職員人事評価 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成23年度 その他 評価に関する文書 平成23年度教職員人事評価 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成24年度 その他 評価に関する文書 平成24年度教職員人事評価 2013/4/1 紙 事務室 2023/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 10年 廃棄
平成19年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 平成19年度懲戒 2008/4/1 紙 事務室 2038/4/5 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 職員の人事に関する事項 職員の解雇及び懲戒に関する文書 平成22年度懲戒 2011/4/1 紙 事務室 2041/4/5 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度人事関係文書 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度人事関係文書 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度人事関係文書 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度人事関係文書 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度人事関係文書 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度通知（人事関係以外） 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度通知（人事関係以外） 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度通知（人事関係以外） 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度通知（人事関係以外） 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度通知（人事関係以外） 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成17年度農学部規則 2006/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成18年度農学部規則 2007/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成19年度農学部規則 2008/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成20年度農学部規則 2009/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成21年度農学部規則 2010/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成22年度農学部規則 2011/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成23年度農学部規則 2012/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 規則の制定・改廃に関する文書 平成24年度農学部規則 2013/4/1 紙 事務室 なし 農学部総務企画係 農学部総務企画係 無期限 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成19年度中期目標・中期計画 2008/4/1 紙 事務室 2038/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成20年度中期目標・中期計画 2009/4/1 紙 事務室 2039/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成21年度中期目標・中期計画 2010/4/1 紙 事務室 2040/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 中期目標・中期計画等に関する文書 平成22年度中期目標・中期計画 2011/4/1 紙 事務室 2041/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 外部評価に関するもので重要な文書 平成20年度認証評価 2009/4/1 紙 事務室 2039/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 外部評価に関するもので重要な文書 平成21年度認証評価 2010/4/1 紙 事務室 2040/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成17年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成17年度企画・評価課関係 2006/4/1 紙 農学部4階書庫 2036/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成18年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成18年度企画・評価課関係 2007/4/1 紙 農学部4階書庫 2037/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成19年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成19年度企画・評価課関係 2008/4/1 紙 農学部4階書庫 2038/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成20年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成20年度企画・評価課関係 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2039/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成21年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成21年度企画・評価課関係 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2040/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成22年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成22年度企画・評価課関係 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2041/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成23年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成23年度企画・評価課関係 2012/4/1 紙 事務室 2042/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
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平成24年度 その他 法人文書の類型に準ずるもので30年保存が必要であると認める文書 平成24年度企画・評価課関係 2013/4/1 紙 事務室 2043/4/1 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成24年度 その他 安全衛生に関する文書 平成24年度安全衛生関係 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 外国人研究者申請書 平成24年度研究者受入 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 その他 講演会等に関する文書 平成23年度シンポジウム・講演会（後援名義申請等） 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 その他 講演会等に関する文書 平成24年度シンポジウム・講演会（後援名義申請等） 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成20年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 平成20年度研究助成・研究交流・研究支援 2009/4/1 紙 農学部4階書庫 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成21年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 平成21年度研究助成・研究交流・研究支援 2010/4/1 紙 農学部4階書庫 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成22年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 平成22年度研究助成・研究交流・研究支援 2011/4/1 紙 農学部4階書庫 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 平成23年度研究助成・研究交流・研究支援 2012/4/1 紙 農学部4階書庫 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 研究助成に関する文書 平成24年度研究助成・研究交流・研究支援 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 科学研究費助成事業の申請等に関する文書 平成23年度事業申請 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 科学研究費助成事業の申請等に関する文書 平成24年度事業申請 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 科学研究費助成事業の申請等に関する文書 平成24年度テニュアトラック関係 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 当該事業終了後5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 学部・学科・講座・学科目等の設置及び改廃に関する文書 平成24年度理系大学院再編関係 2013/4/1 紙 事務室 2043/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 30年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 安全保障輸出管理に関する文書 平成24年度安全保障輸出管理 2013/4/1 紙 事務室 2020/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 7年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成20年度個人情報保護関係 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成21年度個人情報保護関係 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成22年度個人情報保護関係 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成23年度個人情報保護関係 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書で重要な文書 平成24年度個人情報保護関係 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部総務企画係 農学部総務企画係 5年 廃棄
平成6年度 その他 各種許可申請に関する文書 無線局・高周波申請 1995/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部予算管理係 予算管理係 無期限 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 学外機関との試料等提供･分譲依頼 2012/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部予算管理係 予算管理係 無期限 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度共同研究 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度共同研究 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度研究助成金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度研究助成金 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２０年度受託研究 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２１年度受託研究 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２２年度受託研究 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度受託研究 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度受託研究 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２１年度受託事業 2011/4/1 紙 農学部２階書庫 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度受託事業 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度受託事業 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度補助金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度補助金 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２０年度奨学寄附金 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２１年度奨学寄附金 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２２年度奨学寄附金 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２３年度奨学寄附金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 学術研究に関する事項 民間等との共同研究、受託研究、受託研究員の受入審査に関する資料 平成２４年度奨学寄附金 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成15年度 その他 安全衛生に関する文書（危険物貯蔵所） 危険物貯蔵所 2004/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部予算管理係 予算管理係 無期限 廃棄
平成17年度 その他 安全衛生に関する文書（消防設備等設置届出書） 消防設備等設置届出書 2006/4/1 紙 農学部２階書庫 なし 農学部予算管理係 予算管理係 永年 廃棄
平成21年度 その他 安全衛生に関する文書（消防設備等設置届出書） 消防設備等設置届出書 2010/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部予算管理係 予算管理係 永年 廃棄
平成20年度 その他 安全衛生に関する文書（作業環境測定結果報告書） Ｈ２０年度作業環境測定結果報告書 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2039/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 30年 廃棄
平成21年度 その他 安全衛生に関する文書（作業環境測定結果報告書） Ｈ２１年度作業環境測定結果報告書 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2040/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 30年 廃棄
平成22年度 その他 安全衛生に関する文書（作業環境測定結果報告書） Ｈ２２年度作業環境測定結果報告書 2011/4/1 紙 農学部２階書庫 2041/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 30年 廃棄
平成23年度 その他 安全衛生に関する文書（作業環境測定結果報告書） Ｈ２３年度作業環境測定結果報告書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2042/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 30年 廃棄
平成24年度 その他 安全衛生に関する文書（作業環境測定結果報告書） Ｈ２４年度作業環境測定結果報告書 2013/4/1 紙 農学部事務室 2043/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 30年 廃棄
平成16年度 その他 安全衛生に関する文書（防火管理者選出，解任） 平成１６年度防火管理者選出，解任 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成19年度 その他 安全衛生に関する文書（防火管理者選出，解任） 平成１９年度防火管理者選出，解任 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成20年度 その他 安全衛生に関する文書（防火管理者選出，解任） 平成２０年度防火管理者選出，解任 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成15年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成１５年度概算要求（平成１４年度作成） 2004/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成17年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成１７年度概算要求（平成１６年度作成） 2006/4/1 紙 農学部２階書庫 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成20年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成２１年度概算要求（２０年度作成） 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2019/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成21年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成２２年度概算要求（２１年度作成） 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2020/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成22年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成２３年度概算要求（２２年度作成） 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成23年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成２４年度概算要求（２３年度作成） 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成24年度 その他 会計関係書類（概算要求） 平成２５年度概算要求（２４年度作成） 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成20年度 その他 会計関係書類 平成２０年度予算・決算 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 その他 会計関係書類 平成２１年度予算・決算 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 その他 会計関係書類 平成２２年度予算・決算 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 その他 会計関係書類 平成２３年度予算・決算 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 その他 会計関係書類 平成２４年度予算・決算 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２１年度国際規制物質放射性同意元素 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２２年度国際規制物質放射性同意元素 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２３年度国際規制物質放射性同意元素 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２４年度国際規制物質放射性同意元素 2012/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２０年度消防用設備定期点検 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２１年度消防用設備定期点検 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２２年度消防用設備定期点検 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２３年度消防用設備定期点検 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２０年度ビル管理 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２１年度ビル管理 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
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平成22年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２２年度ビル管理 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２３年度ビル管理 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 その他 安全衛生に関する文書 平成２４年度ビル管理 2013/4/1 紙 事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 その他 安全衛生に関する文書（消防計画） 消防計画 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2019/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成17年度 会計に関する事項 安全・衛生に関する文書（火元取締責任者指定簿） 平成１７年度火元取締責任者指定簿 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成18年度 会計に関する事項 安全・衛生に関する文書（火元取締責任者指定簿） 平成１８年度火元取締責任者指定簿 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 安全・衛生に関する文書（火元取締責任者指定簿） 平成２０年度火元取締責任者指定簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 10年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度調査・回答 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度調査・回答 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度調査・回答 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度調査・回答 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度特別控除 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度特別控除 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度特別控除 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度特別控除 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度特別控除 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度補正予算（国） 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度科学研究費 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度科学研究費 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度科学研究費 2011/4/1 紙 農学部２階書庫 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度科学研究費 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度科学研究費 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度資産管理 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度資産管理 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度資産管理 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度資産管理 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度資産管理 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度謝金 2009/4/1 紙 農学部２階書庫 2014/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２１年度謝金 2010/4/1 紙 農学部２階書庫 2015/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２２年度謝金 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２３年度謝金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２４年度謝金 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部予算管理係 予算管理係 5年 廃棄

昭和19年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和19年度　学籍簿 1945/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和20年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和20年度　学籍簿 1946/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和21年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和21年度　学籍簿 1947/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和22年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和22年度　学籍簿 1948/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和23年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和23年度　学籍簿 1949/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和24年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和24年度　学籍簿 1950/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和25年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和25年度　学籍簿 1951/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和26年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和26年度　学籍簿 1952/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和27年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和27年度　学籍簿 1953/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和28年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和28年度　学籍簿 1954/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和29年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和29年度　学籍簿 1955/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和30年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和30年度　学籍簿 1956/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和31年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和31年度　学籍簿 1957/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和32年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和32年度　学籍簿 1958/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和33年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和33年度　学籍簿 1959/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和34年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和34年度　学籍簿 1960/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和35年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和35年度　学籍簿 1961/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和36年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和36年度　学籍簿 1962/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和37年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和37年度　学籍簿 1963/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和38年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和38年度　学籍簿 1964/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和39年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和39年度　学籍簿 1965/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和40年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和40年度　学籍簿 1966/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和41年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和41年度　学籍簿 1967/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和42年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和42年度　学籍簿 1968/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和43年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和43年度　学籍簿 1969/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和44年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和44年度　学籍簿 1970/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和45年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和45年度　学籍簿 1971/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和46年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和46年度　学籍簿 1972/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和47年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和47年度　学籍簿 1973/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和48年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和48年度　学籍簿 1974/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和49年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和49年度　学籍簿 1975/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和50年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和50年度　学籍簿 1976/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和51年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和51年度　学籍簿 1977/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和52年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和52年度　学籍簿 1978/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和53年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和53年度　学籍簿 1979/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和54年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和54年度　学籍簿 1980/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和55年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和55年度　学籍簿 1981/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄
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昭和56年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和56年度　学籍簿 1982/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和57年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和57年度　学籍簿 1983/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和58年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和58年度　学籍簿 1984/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和59年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和59年度　学籍簿 1985/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和60年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和60年度　学籍簿 1986/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和61年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和61年度　学籍簿 1987/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和62年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和62年度　学籍簿 1988/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

昭和63年度 学務に関する事項 学籍簿 昭和63年度　学籍簿 1989/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成1年度 学務に関する事項 学籍簿 平成1年度　学籍簿 1990/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成2年度 学務に関する事項 学籍簿 平成2年度　学籍簿 1991/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成3年度 学務に関する事項 学籍簿 平成3年度　学籍簿 1992/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成4年度 学務に関する事項 学籍簿 平成4年度　学籍簿 1993/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成5年度 学務に関する事項 学籍簿 平成5年度　学籍簿 1994/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成6年度 学務に関する事項 学籍簿 平成6年度　学籍簿 1995/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成7年度 学務に関する事項 学籍簿 平成7年度　学籍簿 1996/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成8年度 学務に関する事項 学籍簿 平成8年度　学籍簿 1997/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成9年度 学務に関する事項 学籍簿 平成9年度　学籍簿 1998/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成10年度 学務に関する事項 学籍簿 平成10年度　学籍簿 1999/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成11年度 学務に関する事項 学籍簿 平成11年度　学籍簿 2000/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成12年度 学務に関する事項 学籍簿 平成12年度　学籍簿 2001/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成13年度 学務に関する事項 学籍簿 平成13年度　学籍簿 2002/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成14年度 学務に関する事項 学籍簿 平成14年度　学籍簿 2003/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学籍簿 平成15年度　学籍簿 2004/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学籍簿 平成16年度　学籍簿 2005/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学籍簿 平成17年度　学籍簿 2006/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学籍簿 平成18年度　学籍簿 2007/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学籍簿 平成19年度　学籍簿 2008/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学籍簿 平成20年度　学籍簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学籍簿 平成21年度　学籍簿 2010/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学籍簿 平成22年度　学籍簿 2011/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学籍簿 平成23年度　学籍簿 2012/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学籍簿 平成24年度　学籍簿 2013/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成7年度 学務に関する事項 学籍簿 平成7年度研究生・科目等履修生学籍簿 1996/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成8年度 学務に関する事項 学籍簿 平成8年度研究生・科目等履修生学籍簿 1997/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成9年度 学務に関する事項 学籍簿 平成9年度研究生・科目等履修生学籍簿 1998/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成10年度 学務に関する事項 学籍簿 平成10年度研究生・科目等履修生学籍簿 1999/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成11年度 学務に関する事項 学籍簿 平成11年度研究生・科目等履修生学籍簿 2000/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成12年度 学務に関する事項 学籍簿 平成12年度研究生・科目等履修生学籍簿 2001/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成13年度 学務に関する事項 学籍簿 平成13年度研究生・科目等履修生学籍簿 2002/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成14年度 学務に関する事項 学籍簿 平成14年度研究生・科目等履修生学籍簿 2003/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学籍簿 平成15年度研究生・科目等履修生学籍簿 2004/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学籍簿 平成16年度研究生・科目等履修生学籍簿 2005/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学籍簿 平成17年度研究生・科目等履修生学籍簿 2006/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学籍簿 平成18年度研究生・科目等履修生学籍簿 2007/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学籍簿 平成19年度研究生・科目等履修生学籍簿 2008/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学籍簿 平成20年度研究生・科目等履修生学籍簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学籍簿 平成21年度研究生・科目等履修生学籍簿 2010/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学籍簿 平成22年度研究生・科目等履修生学籍簿 2011/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学籍簿 平成23年度研究生・科目等履修生学籍簿 2012/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学籍簿 平成24年度研究生・科目等履修生学籍簿 2013/4/1 紙 農学部事務室 なし 農学部学務係 農学部学務係 無期限 廃棄

平成18年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成18年度　卒業・進級・成績送付 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成19年度　卒業・進級・成績送付 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成20年度　卒業・進級・成績送付 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成21年度　卒業・進級・成績送付 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成22年度　卒業・進級・成績送付 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成23年度　卒業・進級・成績送付 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成24年度　卒業・進級・成績送付 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成15年度　修士論文題目一覧 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成16年度　修士論文題目一覧 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成17年度　修士論文題目一覧 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成18年度　修士論文題目一覧 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成19年度　修士論文題目一覧 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成20年度　修士論文題目一覧 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成21年度　修士論文題目一覧 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成22年度　修士論文題目一覧 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄
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平成23年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成23年度　修士論文題目一覧 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成24年度　修士論文題目一覧 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成15年度　卒業論文題目一覧 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成16年度　卒業論文題目一覧 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成17年度　卒業論文題目一覧 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成18年度　卒業論文題目一覧 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成19年度　卒業論文題目一覧 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成20年度　卒業論文題目一覧 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成21年度　卒業論文題目一覧 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成22年度　卒業論文題目一覧 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成23年度　卒業論文・修士論文題目一覧 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成24年度　卒業論文・修士論文題目一覧 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成17年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成18年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成19年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成20年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成21年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成22年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成23年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 卒業及び学位記に関する文書 平成24年度　医学系研究科（学位記に関すること） 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 その他 非正規生に関する文書 平成15年度　科目等履修生 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 その他 非正規生に関する文書 平成16年度　科目等履修生 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 その他 非正規生に関する文書 平成17年度　科目等履修生 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 その他 非正規生に関する文書 平成18年度　科目等履修生 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 非正規生に関する文書 平成19年度　科目等履修生 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 非正規生に関する文書 平成20年度　科目等履修生 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 非正規生に関する文書 平成21年度　科目等履修生 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 非正規生に関する文書 平成22年度　科目等履修生 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 その他 非正規生に関する文書 平成23年度　科目等履修生 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 非正規生に関する文書 平成24年度　科目等履修生 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 その他 非正規生に関する文書 平成15年度　研究生 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 その他 非正規生に関する文書 平成16年度　研究生 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 その他 非正規生に関する文書 平成17年度　研究生 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 その他 非正規生に関する文書 平成18年度　研究生 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 その他 非正規生に関する文書 平成19年度　研究生 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 その他 非正規生に関する文書 平成20年度　研究生 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 その他 非正規生に関する文書 平成21年度　研究生 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 その他 非正規生に関する文書 平成22年度　研究生 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 その他 非正規生に関する文書 平成23年度　研究生・科目等履修生 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 その他 非正規生に関する文書 平成24年度　研究生・科目等履修生 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成15年度　学生異動 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成16年度　学生異動 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成17年度　学生異動 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成18年度　学生異動 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成19年度　学生異動 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成20年度　学生異動 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成21年度　学生異動 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成22年度　学生異動 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成23年度　学生異動 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の懲戒等身分の異動に関する文書 平成24年度　学生異動 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成15年度　教員免許 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成16年度　教員免許 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成17年度　教員免許 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成18年度　教員免許 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成19年度　教員免許 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成20年度　教員免許 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成21年度　教員免許 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成22年度　教員免許 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成23年度　教員免許 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育職員免許に関する文書 平成24年度　教員免許 2013/4/1 紙 農学部事務室 2023/3/31 農学部学務係 農学部学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成20年度　大学院奨学金返還免除 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成21年度　大学院奨学金返還免除 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成22年度　大学院奨学金返還免除 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成23年度　大学院奨学金返還免除 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成24年度　大学院奨学金返還免除 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄
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平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成20年度　日本学生支援機構 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成21年度　日本学生支援機構 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成22年度　日本学生支援機構 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成23年度　日本学生支援機構 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成24年度　日本学生支援機構 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成20年度　その他奨学金 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成21年度　その他奨学金 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成22年度　その他奨学金 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成23年度　その他奨学金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 日本学生支援機構及びその他育英団体の奨学金に関する文書 平成24年度　その他奨学金 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成20年度　統計・調査 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成21年度　統計・調査 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度　統計・調査 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度　統計・調査1 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度　統計・調査2 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成23年度　統計・調査 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成24年度　統計・調査 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 単位認定に関する文書 平成20年度　既修得単位認定 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 単位認定に関する文書 平成21年度　既修得単位認定 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 単位認定に関する文書 平成22年度　既修得単位認定 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 単位認定に関する文書 平成23年度　既修得単位認定 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 単位認定に関する文書 平成24年度　既修得単位認定 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　国際交流会館 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　国際交流会館 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　国際交流会館 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　国際交流会館 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　国際交流会館 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成25年度 その他 留学生に関する文書 平成25年度　国際交流会館 2014/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　国内採用 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　国内採用 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　国内採用 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　国内採用 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　国内採用 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　大使館推薦 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　大使館推薦 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　大使館推薦 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　大使館推薦 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　大使館推薦 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　短期留学生推進制度（受入れ） 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　短期留学生推進制度（受入れ） 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　短期留学生推進制度（受入れ） 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　短期留学生推進制度（受入れ） 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　短期留学生推進制度（受入れ） 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　留学生に関すること1 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　留学生に関すること2 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　留学生に関すること1 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　留学生に関すること2 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　留学生に関すること1 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　留学生に関すること2 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　留学生に関すること1 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　留学生に関すること2 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　留学生に関すること1 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　留学生に関すること2 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　私費・外国人留学生 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　私費・外国人留学生 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　私費・外国人留学生 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　私費・外国人留学生 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　私費・外国人留学生 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　留学生経費 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　留学生経費 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　留学生経費 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　留学生経費 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　留学生経費 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　特別研究学生 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　特別研究学生 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄
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平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　特別研究学生 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　特別研究学生 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　特別研究学生 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 その他 留学生に関する文書 平成20年度　外国人留学生英語特別プログラム 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 その他 留学生に関する文書 平成21年度　外国人留学生英語特別プログラム 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 留学生に関する文書 平成22年度　外国人留学生英語特別プログラム 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 その他 留学生に関する文書 平成23年度　外国人留学生英語特別プログラム 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 その他 留学生に関する文書 平成24年度　外国人留学生英語特別プログラム 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生教育研究災害障害保険に関する文書 平成20年度　学生教育研究災害傷害保険 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生教育研究災害障害保険に関する文書 平成21年度　学生教育研究災害傷害保険 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生教育研究災害障害保険に関する文書 平成22年度　学生教育研究災害傷害保険 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生教育研究災害障害保険に関する文書 平成23年度　学生教育研究災害傷害保険 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生教育研究災害障害保険に関する文書 平成24年度　学生教育研究災害傷害保険 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 平成20年度　証明書 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 平成21年度　証明書 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 平成22年度　証明書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 平成23年度　証明書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生証等各種証明書発行に関するもので重要な文書 平成24年度　証明書 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成20年度　食品衛生監視員・食品衛生管理者 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成21年度　食品衛生監視員・食品衛生管理者 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成22年度　食品衛生監視員・食品衛生管理者 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成23年度　食品衛生監視員・食品衛生管理者 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成24年度　食品衛生監視員・食品衛生管理者 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成20年度　履修の手引 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成21年度　履修の手引 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成22年度　履修の手引 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成23年度　履修の手引 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 教育課程に関する文書 平成24年度　履修の手引 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成20年度　実施　農学研究科入試 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成21年度　実施　農学研究科入試 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成22年度　実施　農学研究科入試 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成23年度　実施　農学研究科入試 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成24年度　実施　農学研究科入試 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成20年度　実施　医学系研究科入試 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成21年度　実施　医学系研究科入試 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成22年度　実施　医学系研究科入試 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成23年度　実施　医学系研究科入試 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成24年度　実施　医学系研究科入試 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成20年度　実施　編・転入学入試 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成21年度　実施　編・転入学入試 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成22年度　実施　編・転入学試験 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成23年度　実施　編・転入学試験 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成24年度　実施　編・転入学試験 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成20年度　実施　学士編入学試験 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成21年度　実施　学士編入学試験 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成22年度　実施　学士編入学試験 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成23年度　実施　学士編入学試験 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成24年度　実施　学士編入学試験 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成20年度　身上報告書　学部 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成21年度　身上報告書　学部 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成22年度　身上報告書　学部 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成23年度　身上報告書　学部 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成24年度　身上報告書　学部 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成20年度　身上報告書　大学院 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成21年度　身上報告書　大学院 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成22年度　身上報告書　大学院 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成23年度　身上報告書　大学院 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成24年度　身上報告書　大学院 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成20年度　入学の手引 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成21年度　入学の手引 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成22年度　入学の手引 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成23年度　入学の手引 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成24年度　入学の手引 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成20年度　入学届・宣誓書 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成21年度　入学届・宣誓書 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄
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平成22年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成22年度　入学届・宣誓書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成23年度　入学届・宣誓書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学手続書類 平成24年度　入学届・宣誓書 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 その他 オープンキャンパスに関する文書 平成22年度　オープンキャンパス 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 その他 オープンキャンパスに関する文書 平成23年度　オープンキャンパス 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 その他 オープンキャンパスに関する文書 平成24年度　オープンキャンパス 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 その他 オープンセミナーに関する文書 平成22年度　オープンセミナー 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 その他 オープンセミナーに関する文書 平成23年度　オープンセミナー 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 その他 オープンセミナーに関する文書 平成24年度　オープンセミナー 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 その他 獣医師に関する文書 平成22年度　獣医師国家試験 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 その他 獣医師に関する文書 平成23年度　獣医師国家試験 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 その他 獣医師に関する文書 平成24年度　獣医師国家試験 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成22年度　インターンシップ 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成23年度　インターンシップ 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成24年度　インターンシップ 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成22年度　課外活動 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成23年度　課外活動 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成24年度　課外活動 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成22年度　実習・見学に関すること 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成23年度　実習・見学に関すること 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 課外教育の実施に関する文書 平成24年度　実習・見学に関すること 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生団体に関する文書 平成22年度　学生支援 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生団体に関する文書 平成23年度　学生支援 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生団体に関する文書 平成24年度　学生支援 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成22年度　就職一般 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成23年度　就職一般 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成24年度　就職一般 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成22年度　就職支援セミナー 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成23年度　就職支援セミナー 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成24年度　就職支援セミナー 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成20年度　就職に関する統計・調査 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成21年度　就職に関する統計・調査 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成22年度　就職に関する統計・調査 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成23年度　就職に関する統計・調査 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の就職先に関する文書 平成24年度　就職に関する統計・調査 2013/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 農学部学務係 農学部学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生の生活支援に関する文書 平成22年度　学生旅客運賃割引証（連合農学） 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生の生活支援に関する文書 平成23年度　学生旅客運賃割引証（連合農学） 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 学生の生活支援に関する文書 平成24年度　学生旅客運賃割引証（連合農学） 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の健康管理に関する文書 平成22年度　保健・健康診断 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の健康管理に関する文書 平成23年度　保健・健康診断 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 健康診断票，学生相談記録等学生及び職員の健康管理に関する文書 平成24年度　保健・健康診断 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成22年度　入学料・授業料免除 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成23年度　入学料・授業料免除 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成24年度　入学料・授業料免除 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成22年度　特待生制度　 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成23年度　特待生制度　 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 学務に関する事項 入学料，授業料等の免除に関する文書 平成24年度　特待生制度　 2013/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 農学部学務係 農学部学務係 3年 廃棄

平成24年度 その他 授業及び時間割に関する文書 平成24年度　授業に関すること 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 その他 授業及び時間割に関する文書 平成24年度　授業評価 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 その他 授業及び時間割に関する文書 平成24年度　非常勤講師 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 その他 授業及び時間割に関する文書 平成24年度　集中講義 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書 平成24年度　行事に関すること 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書 平成24年度　通知・依頼 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 本法人内通知文書 平成24年度　予算に関すること 2013/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 農学部学務係 農学部学務係 1年 廃棄

平成15年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2004/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成16年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2005/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成17年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2006/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成18年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2007/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成19年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2008/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成20年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2009/4/1 紙 農場事務室 2019/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成21年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2010/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成22年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2011/4/1 紙 農場事務室 2021/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成23年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2012/4/1 紙 農場事務室 2022/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成24年度 その他 学外会議の記録に関するもので重要な文書 学外会議 2013/4/1 紙 農場事務室 2023/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成22年度 その他 業務の改善に関する重要な文書 監査 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成1年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1990/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
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平成2年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1991/4/1 紙 農場事務室 2021/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成3年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1992/4/1 紙 農場事務室 2022/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成4年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1993/4/1 紙 農場事務室 2023/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成5年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1994/4/1 紙 農場事務室 2024/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成6年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1995/4/1 紙 農場事務室 2025/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成7年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1996/4/1 紙 農場事務室 2026/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成8年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1997/4/1 紙 農場事務室 2027/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成9年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1998/4/1 紙 農場事務室 2028/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成10年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 1999/4/1 紙 農場事務室 2029/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成11年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 2000/4/1 紙 農場事務室 2030/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成12年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 2001/4/1 紙 農場事務室 2031/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成13年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 2002/4/1 紙 農場事務室 2032/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成14年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 2003/4/1 紙 農場事務室 2033/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成15年度 管理運営に関する事項 諸規則の制定・改廃に関する文書 規則の制定・改廃 2004/4/1 紙 農場事務室 2034/3/31 農学部農場係 農場係 30年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 軽油免税申請 2009/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 会計関係書類 軽油免税申請 2010/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 会計関係書類 軽油免税申請 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 会計関係書類 軽油免税申請 2012/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 会計関係書類 軽油免税申請 2013/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成18年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2007/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成19年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2008/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2009/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2010/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2011/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2012/4/1 紙 農場事務室 2019/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金出納簿 2013/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成18年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2007/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成19年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2008/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2009/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2010/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2011/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2012/4/1 紙 農場事務室 2019/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書原符 2013/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成18年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2007/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成19年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2008/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成20年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2009/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成21年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2010/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成22年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2011/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成23年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2012/4/1 紙 農場事務室 2019/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成24年度 会計に関する事項 帳簿、伝票及び契約関係書類 現金領収書受払簿 2013/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 7年 廃棄
平成20年度 その他 子牛・成牛の販売に関する文書 子牛・成牛の販売 2009/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成21年度 その他 子牛・成牛の販売に関する文書 子牛・成牛の販売 2010/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成22年度 その他 子牛・成牛の販売に関する文書 子牛・成牛の販売 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成23年度 その他 子牛・成牛の販売に関する文書 子牛・成牛の販売 2012/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成24年度 その他 子牛・成牛の販売に関する文書 子牛・成牛の販売 2013/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 農場運営委員会 2009/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 農場運営委員会 2010/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 農場運営委員会 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 農場運営委員会 2012/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関する文書 農場運営委員会 2013/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成15年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2004/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成16年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2005/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成17年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2006/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成18年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2007/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成19年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2008/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2009/4/1 紙 農場事務室 2019/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2010/4/1 紙 農場事務室 2020/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2011/4/1 紙 農場事務室 2021/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2012/4/1 紙 農場事務室 2022/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成24年度 管理運営に関する事項 各種委員会の記録に関するもので重要な文書 農場会議 2013/4/1 紙 農場事務室 2023/3/31 農学部農場係 農場係 10年 廃棄
平成20年度 その他 農場生産物の収量と販売 に関する文書 農場生産物の集計と報告 2009/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成21年度 その他 農場生産物の収量と販売 に関する文書 農場生産物の集計と報告 2010/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成22年度 その他 農場生産物の収量と販売 に関する文書 農場生産物の集計と報告 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成23年度 その他 農場生産物の収量と販売 に関する文書 農場生産物の集計と報告 2012/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成24年度 その他 農場生産物の収量と販売 に関する文書 農場生産物の集計と報告 2013/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成20年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 予算の調査 2009/4/1 紙 農場事務室 2014/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成21年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 予算の調査 2010/4/1 紙 農場事務室 2015/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成22年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 予算の調査 2011/4/1 紙 農場事務室 2016/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄
平成23年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 予算の調査 2012/4/1 紙 農場事務室 2017/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄

平成24年度 管理運営に関する事項 各種統計調査に関する文書 予算の調査 2013/4/1 紙 農場事務室 2018/3/31 農学部農場係 農場係 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 実験機器利用記録 平成24年度ＲＩ施設管理区域入退室記録 2013/4/1 データ ＲＩ施設 2014/3/31 ＲＩ担当教員 農学部教員 1年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 外部機関に提出した報告書 平成20年度外部機関に提出した報告書 2009/4/1 紙 申請教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 外部機関に提出した報告書 平成21年度外部機関に提出した報告書 2010/4/1 紙 申請教員研究室 2015/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

16／17



名称 保存期間
大分類 中分類 （小分類） 満了日

保存期間満
了後

備考作成・取得年度等
文　書　分　類

起算日
媒体の
種別

保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 外部機関に提出した報告書 平成22年度外部機関に提出した報告書 2011/4/1 紙 申請教員研究室 2016/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 外部機関に提出した報告書 平成23年度外部機関に提出した報告書 2012/4/1 紙 申請教員研究室 2017/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 外部機関に提出した報告書 平成24年度外部機関に提出した報告書 2013/4/1 紙 申請教員研究室 2018/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成20年度各種研究助成金に関する申請書 2009/4/1 紙 申請教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成21年度各種研究助成金に関する申請書 2010/4/1 紙 申請教員研究室 2015/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成22年度各種研究助成金に関する申請書 2011/4/1 紙 申請教員研究室 2016/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成23年度各種研究助成金に関する申請書 2012/4/1 紙 申請教員研究室 2017/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成24年度各種研究助成金に関する申請書 2013/4/1 紙 申請教員研究室 2018/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成20年度他省庁からの研究補助金 2009/4/1 紙 該当教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成21年度他省庁からの研究補助金 2010/4/1 紙 該当教員研究室 2015/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成22年度他省庁からの研究補助金 2011/4/1 紙 該当教員研究室 2016/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成23年度他省庁からの研究補助金 2012/4/1 紙 該当教員研究室 2017/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成24年度他省庁からの研究補助金 2013/4/1 紙 該当教員研究室 2018/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 学科・講座等の会議に関する文書 平成22年度学科・講座会議 2011/4/1 紙 学科長教員研究室 2014/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 学科・講座等の会議に関する文書 平成23年度学科・講座会議 2012/4/1 紙 学科長教員研究室 2015/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 学科・講座等の会議に関する文書 平成24年度学科・講座会議 2013/4/1 紙 学科長教員研究室 2016/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 実験機器利用記録 平成24年度実験機器利用記録 2013/4/1 紙 実験機器室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 1年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 実験機器利用記録 平成24年度毒劇物受払簿 2013/4/1 紙 使用教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 1年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 就職関係資料（求人リスト） 平成22年度卒業生進路一覧 2011/4/1 紙 学科長教員研究室 2014/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 就職関係資料（求人リスト） 平成23年度卒業生進路一覧 2012/4/1 紙 学科長教員研究室 2015/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 就職関係資料（求人リスト） 平成24年度卒業生進路一覧 2013/4/1 紙 学科長教員研究室 2016/3/31 学科長 農学部教員 3年 廃棄

平成15年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成15年度博士論文 2004/4/1 紙 学科長教員研究室 2014/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成16年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成16年度博士論文 2005/4/1 紙 学科長教員研究室 2015/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成17年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成17年度博士論文 2006/4/1 紙 学科長教員研究室 2016/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成18年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成18年度博士論文 2007/4/1 紙 学科長教員研究室 2017/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成19年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成19年度博士論文 2008/4/1 紙 学科長教員研究室 2018/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成20年度博士論文 2009/4/1 紙 学科長教員研究室 2019/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成21年度博士論文 2010/4/1 紙 学科長教員研究室 2020/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成22年度博士論文 2011/4/1 紙 学科長教員研究室 2021/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成23年度博士論文 2012/4/1 紙 学科長教員研究室 2022/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 博士論文 平成24年度博士論文 2013/4/1 紙 学科長教員研究室 2023/3/31 学科長 農学部教員 10年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 修士論文 平成20年度修士論文 2009/4/1 紙 学科長教員研究室 2014/3/31 学科長 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 修士論文 平成21年度修士論文 2010/4/1 紙 学科長教員研究室 2015/3/31 学科長 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 修士論文 平成22年度修士論文 2011/4/1 紙 学科長教員研究室 2016/3/31 学科長 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 修士論文 平成23年度修士論文 2012/4/1 紙 学科長教員研究室 2017/3/31 学科長 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 修士論文 平成24年度修士論文 2013/4/1 紙 学科長教員研究室 2018/3/31 学科長 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 卒業論文 平成24年度卒業論文 2013/4/1 紙 学科長教員研究室 2014/3/31 学科長 農学部教員 1年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成20年度民間等との共同研究・受託研究申請書 2009/4/1 紙 申請教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成21年度民間等との共同研究・受託研究申請書 2010/4/1 紙 申請教員研究室 2015/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成22年度民間等との共同研究・受託研究申請書 2011/4/1 紙 申請教員研究室 2016/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成23年度民間等との共同研究・受託研究申請書 2012/4/1 紙 申請教員研究室 2017/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 各種助成金に関する申請書 平成24年度民間等との共同研究・受託研究申請書 2013/4/1 紙 申請教員研究室 2018/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成20年度 教育職員保有文書に関する事項 定期試験問題 平成20年度学年末・中間試験問題 2009/4/1 紙 試験担当教員研究室 2014/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成21年度 教育職員保有文書に関する事項 定期試験問題 平成21年度学年末・中間試験問題 2010/4/1 紙 試験担当教員研究室 2015/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 定期試験問題 平成22年度学年末・中間試験問題 2011/4/1 紙 試験担当教員研究室 2016/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 定期試験問題 平成23年度学年末・中間試験問題 2012/4/1 紙 試験担当教員研究室 2017/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄

平成24年度 教育職員保有文書に関する事項 定期試験問題 平成24年度学年末・中間試験問題 2013/4/1 紙 試験担当教員研究室 2018/3/31 該当教員 農学部教員 5年 廃棄
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