
名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

平成16年度 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成１６年度診療施設開設・X線装置設置届 2005/4/1 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成１７年度診療施設開設・X線装置設置届 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成１８年度診療施設開設・X線装置設置届 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成１９年度診療施設開設・X線装置設置届 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成２０年度診療施設開設・X線装置設置届 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成２１年度診療施設開設・X線装置設置届 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22年度 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成２２年度診療施設開設・X線装置設置届 2011/4/1 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23年度 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 平成２３年度診療施設開設・X線装置設置届 2012/4/1 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 動物医療センターに関する事項 診療施設の開設・変更に関する文書 昭和４６年度病院管理者変更等 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

平成20年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２０年度全国大学診療施設運営協議会 2009/4/1 紙 受付事務室 2014/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成20年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２０年度全国大学診療施設長会議 2009/4/1 紙 受付事務室 2014/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成21年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２１年度全国大学診療施設運営協議会 2010/4/1 紙 受付事務室 2015/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成21年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２１年度全国大学診療施設長会議 2010/4/1 紙 受付事務室 2015/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成22年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２２年度全国大学診療施設運営協議会 2011/4/1 紙 受付事務室 2016/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成22年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２２年度全国大学診療施設長会議 2011/4/1 紙 受付事務室 2016/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成23年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２３年度全国大学診療施設運営協議会 2012/4/1 紙 受付事務室 2017/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成23年度
附属動物医療センターに関する
事項

会議に関する文書 平成２３年度全国大学診療施設長会議 2012/4/1 紙 受付事務室 2017/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成20年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２０年度現金出納簿・領収書受払簿 2009/4/1
共有サー
バー内

受付事務室 2014/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成20年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２０年度現金領収書原符 2009/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2014/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成21年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２１年度現金出納簿・領収書受払簿 2010/4/1
共有サー
バー内

受付事務室 2015/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成21年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２１年度現金領収書原符 2010/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2015/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成22年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２２年度現金出納簿・領収書受払簿 2011/4/1
共有サー
バー内

受付事務室 2016/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成22年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２２年度現金領収書原符 2011/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2016/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成23年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２３年度現金出納簿・領収書受払簿 2012/4/1
共有サー
バー内

受付事務室 2017/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成23年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療費請求に関する文書 平成２３年度現金領収書原符 2012/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2017/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

5年 廃棄

平成22年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療録に関する文書 平成２２年度カルテ 2011/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2014/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

3年 廃棄

平成23年度
附属動物医療センターに関する
事項

診療録に関する文書 平成２３年度カルテ 2012/4/1 紙
動物医療センター１
F倉庫

2015/3/31
農学部動物医療セ
ンター係

動物医療センター
係

3年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 会議に関する文書 平成20年度入試委員会 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 会議に関する文書 平成21年度入試委員会 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

作成・取得年
度等

起算日
文　書　分　類

備考媒体の種別 保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間
満後の措
置
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平成22年度 学務に関する事項 会議に関する文書 平成22年度入試委員会 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 会議に関する文書 平成23年度入試委員会 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成22年度留学生チューター 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成23年度留学生チューター 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成22年度国費外国人留学生・留学生奨学金 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成22年度留学生支援 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成22年度留学生票 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成23年度国費外国人留学生・留学生奨学金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成23年度留学生支援 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 外国人留学生に関する文書 平成23年度留学生票 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成20年度学位進達 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成20年度学位論文審査申請書類 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成21年度学位進達 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成21年度学位論文審査申請書類 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成21年度学位論文発表会 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成22年度学位進達 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成22年度学位論文審査申請書類 2011/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成22年度学位論文発表会 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成23年度学位進達 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成23年度学位論文審査申請書類 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学位論文審査に関する文書 平成23年度学位論文発表会 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成10年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成10年度博士学位論文 1999/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2029/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成11年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成11年度博士学位論文 2000/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2030/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成12年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成12年度博士学位論文 2001/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2031/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成13年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成13年度博士学位論文 2002/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2032/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成14年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成14年度博士学位論文 2003/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2033/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成15年度博士学位論文 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2034/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成16年度博士学位論文 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2035/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄
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平成17年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成17年度博士学位論文 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2036/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成18年度博士学位論文 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2037/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成19年度博士学位論文 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2038/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成20年度博士学位論文 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2039/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成21年度博士学位論文 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2040/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成22年度博士学位論文 2011/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2041/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成23年度博士学位論文 2012/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2042/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成5年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成５年度博士学位論文 1994/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2024/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成6年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成６年度博士学位論文 1995/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2025/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成7年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成７年度博士学位論文 1996/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2026/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成8年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成８年度博士学位論文 1997/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2027/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成9年度 学務に関する事項 学位論文審査に関するもので重要な文書 平成９年度博士学位論文 1998/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2028/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 30年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 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
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成21年度学校基本調査 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成22年度学校基本調査 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 各種統計調査に関する文書 平成23年度学校基本調査 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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文書 平成22年度学生旅客運賃割引証 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3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文書 平成23年度学生旅客運賃割引証 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3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
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄
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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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成15年度学生募集要項 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成16年度学生募集要項 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成17年度学生募集要項 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成18年度学生募集要項 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成19年度学生募集要項 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成20年度学生募集要項 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成21年度学生募集要項 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2020/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成22年度学生募集要項 2011/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2021/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 学生募集要項 平成23年度学生募集要項 2012/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2022/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成10年度 学務に関する事項 学籍簿 平成10年度非正規生学籍簿 1999/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成11年度 学務に関する事項 学籍簿 平成11年度非正規生学籍簿 2000/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成12年度 学務に関する事項 学籍簿 平成12年度非正規生学籍簿 2001/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成13年度 学務に関する事項 学籍簿 平成13年度非正規生学籍簿 2002/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 学籍簿 平成15年度非正規生学籍簿 2004/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄
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平成18年度 学務に関する事項 学籍簿 平成18年度非正規生学籍簿 2007/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 学籍簿 平成20年度非正規生学籍簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成7年度 学務に関する事項 学籍簿 平成７度非正規生学籍簿 1996/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成9年度 学務に関する事項 学籍簿 平成９年度非正規生学籍簿 1998/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度第二副指導実施状況報告書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度第二副指導実施状況報告書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度特別講義 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度共通ゼミナール 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度研究指導委託・受託・派遣・受入 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度研究題目届・研究指導計画書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成22年度授業計画・実施 2011/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度特別講義 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度特別ゼミナール 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度共通ゼミナール 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度研究指導委託・受託・派遣・受入 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度研究題目届・研究指導計画書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄



名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日
文　書　分　類

備考媒体の種別 保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間
満後の措
置

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関する文書 平成23年度授業計画・実施 2012/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成15年度学生便覧 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成15年度成績 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成16年度学生便覧 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成16年度成績 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成17年度学生便覧 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成17年度成績 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成18年度学生便覧 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成18年度成績 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成19年度学生便覧 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成19年度成績 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成20年度学生便覧 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成20年度成績 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成21年度学生便覧 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2020/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成21年度成績 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2020/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成22年度成績 2011/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2021/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成22年度学生便覧 2011/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2021/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成23年度成績 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 教育実施に関するもので重要な文書 平成23年度学生便覧 2012/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2022/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 修了に関する文書 平成20年度修了判定 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 修了に関する文書 平成21年度修了判定 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 修了に関する文書 平成22年度修了判定 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 修了に関する文書 平成23年度修了判定 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成10年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成10年度学位記簿 1999/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成11年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成11年度学位記簿 2000/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成12年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成12年度学位記簿 2001/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄
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平成13年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成13年度学位記簿 2002/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成14年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成14年度学位記簿 2003/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成15年度学位記簿 2004/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成16年度学位記簿 2005/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成17年度学位記簿 2006/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成18年度学位記簿 2007/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成19年度学位記簿 2008/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成20年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成20年度学位記簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成21年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成21年度学位記簿 2010/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成22年度学位記簿 2011/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成23年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成23年度学位記簿 2012/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成5年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成５年度学位記簿 1994/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成6年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成６年度学位記簿 1995/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成7年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成７年度学位記簿 1996/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成8年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成８年度学位記簿 1997/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 廃棄

平成9年度 学務に関する事項 卒業証書発行台帳及び修了証書発行台帳 平成９年度学位記簿 1998/4/1 紙 農学部事務室 なし 連合獣医学務係 連合獣医学務係 無期限 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年度奨学金 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度奨学金 2010/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度奨学金 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度奨学金 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度転入学試験 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験出願資格認定審査受付簿 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験出願資格認定審査受付簿 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度転入学試験 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験出願資格認定審査受付簿 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験出願資格認定審査受付簿 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学願書 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学願書 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学願書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄
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平成22年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関する文書 平成22年度入学試験 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学願書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学試験 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成15年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関するもので重要な文書 平成15年度入学試験問題 2004/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成16年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関するもので重要な文書 平成16年度入学試験問題 2005/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成17年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関するもので重要な文書 平成17年度入学試験問題 2006/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成18年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関するもので重要な文書 平成18年度入学試験問題 2007/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10年 廃棄

平成19年度 学務に関する事項 入学者の選抜に関するもので重要な文書 平成19年度入学試験問題 2008/4/1 紙 農学部事務室 2018/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10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もので重要な文書 平成20年度入学試験問題 2009/4/1 紙 農学部事務室 2019/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10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もので重要な文書 平成21年度入学試験問題 2010/4/1 紙 農学部事務室 2020/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10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もので重要な文書 平成22年度入学試験問題 2011/4/1 紙 農学部事務室 2021/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10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もので重要な文書 平成23年度入学試験問題 2012/4/1 紙 農学部事務室 2022/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 10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年度入学料払込票 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学料払込票 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学料払込票 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学料払込票 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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・承諾書 2009/4/1 紙 農学部事務室 2014/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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・承諾書 2010/4/1 紙 農学部事務室 2015/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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年度入学届・承諾書 2011/4/1 紙 農学部事務室 2016/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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・承諾書 2012/4/1 紙 農学部事務室 2017/3/31 連合獣医学務係 連合獣医学務係 5年 廃棄

平成22年度 学務に関する事項 入学料，授業料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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 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 連合獣医学務係 連合獣医学務係 3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年度会計 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄
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平成20年度 会計に関する事項 会計関係書類 平成２０年度予算 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算要求 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度会計 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算要求 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度会計 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算要求 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度会計 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度教育・研究重点化経費 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度研究科長裁量経費 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度連獣棟共用実験室経費 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度予算要求 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成20年度 学術研究に関する事項 学術交流・研究に関する文書 平成２０年度学術交流・研究 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21年度 学術研究に関する事項 学術交流・研究に関する文書 平成２１年度学術交流・研究 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 学術交流・研究に関する文書 平成２２年度学術交流・研究 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 学術交流・研究に関する文書 平成２３年度学術交流・研究 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成20年度 学術研究に関する事項 日本学術振興会に関する文書 平成２０年度日本学術振興会 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21年度 学術研究に関する事項 日本学術振興会に関する文書 平成２１年度日本学術振興会 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成22年度 学術研究に関する事項 日本学術振興会に関する文書 平成２２年度日本学術振興会 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成23年度 学術研究に関する事項 日本学術振興会に関する文書 平成２３年度日本学術振興会 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度構成法人間学長会議 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度構成法人間学長会議 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度構成大学間事務連絡会議 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度獣医学研究科間連絡会議 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄
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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年度構成大学間事務連絡会議 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度獣医学研究科間連絡会議 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度構成大学間事務連絡会議 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度獣医学研究科間連絡会議 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度構成大学間事務連絡会議 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度獣医学研究科間連絡会議 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度調査・統計 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度調査・統計 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度調査・統計 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度調査・統計 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 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年度設置計画書 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 30年 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年度設置計画書（抄） 1990/4/1 紙 事務室 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度設置計画の補正申請 1991/4/1 紙 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度設置準備 1991/4/1 紙 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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年度履行状況報告書 1991/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 30年 廃棄

平成3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３年度設置計画の補正申請 1992/4/1 紙 事務室 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 30年 廃棄

平成3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３年度履行状況報告書 1992/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 30年 廃棄

平成5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５年度履行状況報告書 1994/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2024/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 30年 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 研究科委員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
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 研究科委員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 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 研究科委員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 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 研究科委員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 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成10年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１０年度研究科委員会議事概要 1999/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成11年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１１年度研究科委員会議事概要 2000/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成12年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１２年度研究科委員会議事概要 2001/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄
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平成13年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１３年度研究科委員会議事概要 2002/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成14年度 管理運営に関する事項
研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１４年度研究科委員会議事概要 2003/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１５年度研究科委員会議事概要 2004/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１６年度研究科委員会議事概要 2005/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１７年度研究科委員会議事概要 2006/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１８年度研究科委員会議事概要 2007/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成１９年度研究科委員会議事概要 2008/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成２０年度研究科委員会議事概要 2009/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成２１年度研究科委員会議事概要 2010/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項
研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成２２年度研究科委員会議事概要 2011/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成２３年度研究科委員会議事概要 2012/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成2年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成２年度研究科委員会議事概要 1991/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成3年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成３年度研究科委員会議事概要 1992/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成4年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成４年度研究科委員会議事概要 1993/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成5年度 管理運営に関する事項
研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成５年度研究科委員会議事概要 1994/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成6年度 管理運営に関する事項
研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成６年度研究科委員会議事概要 1995/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成7年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成７年度研究科委員会議事概要 1996/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成8年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成８年度研究科委員会議事概要 1997/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成9年度 管理運営に関する事項 研究科委員会の記録に関するもので重要な
文書

平成９年度研究科委員会議事概要 1998/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成11年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成１１年度研究科長選挙 2000/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成13年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成１３年度研究科長選挙 2002/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成14年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成１４年度研究科長選挙 2003/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成１６年度研究科長選挙 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成１８年度研究科長選挙 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成２０年度研究科長選挙 2009/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成２２年度研究科長選挙 2011/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成3年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成３年度研究科長選挙 1992/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成5年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成５年度研究科長選挙 1994/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成7年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成７年度研究科長選挙 1996/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成9年度 管理運営に関する事項 研究科長の選考にする文書 平成９年度研究科長選挙 1998/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 広報誌に関する文書 平成２０年度広報誌 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 広報誌に関する文書 平成２１年度広報誌 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄
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平成22年度 管理運営に関する事項 広報誌に関する文書 平成２２年度広報誌 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 広報誌に関する文書 平成２３年度広報誌 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 国際交流に関する文書 平成２０年度国際交流 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 国際交流に関する文書 平成２１年度国際交流 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 国際交流に関する文書 平成２２年度国際交流 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 国際交流に関する文書 平成２３年度国際交流 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価関係文書 平成２０年度自己点検・評価 2009/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価関係文書 平成２１年度自己点検・評価 2010/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価関係文書 平成２２年度自己点検・評価 2011/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 自己点検・評価関係文書 平成２３年度自己点検・評価 2012/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 5年 廃棄

平成21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
平成２１年度宮崎大学離脱（連合獣医学研究
科）

2010/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１０年度規則 1999/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１１年度規則 2000/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１２年度規則 2001/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１３年度規則 2002/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１４年度規則 2003/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成１５年度規則 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成16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 平成１６年度規則 2005/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成17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 平成１７年度規則 2006/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成18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 平成１８年度規則 2007/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成19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 平成１９年度規則 2008/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成20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 平成２０年度規則 2009/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成21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 平成２１年度規則 2010/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成22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 平成２２年度規則 2011/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成23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 平成２３年度規則 2012/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

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 平成２年度規則 1991/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成３年度規則 1992/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成４年度規則 1993/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成５年度規則 1994/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成６年度規則 1995/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成７年度規則 1996/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄
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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 平成８年度規則 1997/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 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 平成９年度規則 1998/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成１５年度代議委員会 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成１６年度代議委員会 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成１７年度代議委員会 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成１８年度代議委員会 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成１９年度代議委員会 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成２０年度代議委員会 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成２１年度代議委員会 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成２２年度代議委員会 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関する文書 平成２３年度代議委員会 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成10年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１０年度代議委員会議事概要 1999/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成11年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１１年度代議委員会議事概要 2000/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成12年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１２年度代議委員会議事概要 2001/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成13年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１３年度代議委員会議事概要 2002/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成14年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１４年度代議委員会議事概要 2003/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１５年度代議委員会議事概要 2004/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成16年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１６年度代議委員会議事概要 2005/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１７年度代議委員会議事概要 2006/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１８年度代議委員会議事概要 2007/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成１９年度代議委員会議事概要 2008/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成２０年度代議委員会議事概要 2009/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成２１年度代議委員会議事概要 2010/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成２２年度代議委員会議事概要 2011/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成２３年度代議委員会議事概要 2012/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成2年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成２年度代議委員会議事概要 1991/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成3年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成３年度代議委員会議事概要 1992/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成4年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成４年度代議委員会議事概要 1993/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成5年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成５年度代議委員会議事概要 1994/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成6年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成６年度代議委員会議事概要 1995/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成7年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成７年度代議委員会議事概要 1996/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成8年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成８年度代議委員会議事概要 1997/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成9年度 管理運営に関する事項 代議委員会の記録に関するもので重要な文
書

平成９年度代議委員会議事概要 1998/4/1 紙 事務室 なし 連合獣医総務係 連合獣医総務係 無期限 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 通知文書 平成２２年度通知 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 3年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 通知文書 平成２３年度通知 2012/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 3年 廃棄

平成15年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成１５年度修了式・学位授与式 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄



名称 保存期間

大分類 中分類 （小分類） 満了日

作成・取得年
度等

起算日
文　書　分　類

備考媒体の種別 保存場所 管理者 作成・取得者 保存期間
保存期間
満後の措
置

平成16年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成１６年度修了式・学位授与式 2005/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成17年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成１７年度修了式・学位授与式 2006/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成18年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成１８年度学位授与式 2007/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成19年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成１９年度学位授与式 2008/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成20年度 管理運営に関する事項
本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成２０年度学位授与式 2009/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成21年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成２１年度学位授与式 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成22年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成２２年度学位授与式 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成23年度 管理運営に関する事項 本法人が主催する記念行事に関するもので
重要な文書

平成２３年度学位授与式 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成22年度 教育職員保有文書に関する事項 大学教育職員の選考に関する文書 平成２２年度教員資格審査 2011/4/1 紙 事務室 2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 3年 廃棄

平成23年度 教育職員保有文書に関する事項 大学教育職員の選考に関する文書 平成２３年度教員資格審査 2012/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 3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
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2018/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2019/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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
連合獣医学研究科
長室

2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 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 事務室 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成15年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成１５年度人事 2004/4/1 紙
連合獣医学研究科
長室

2014/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成16年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成１６年度人事 2005/4/1 紙 事務室 2015/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成17年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成１７年度人事 2006/4/1 紙 事務室 2016/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成18年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成１８年度人事 2007/4/1 紙 事務室 2017/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成19年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成１９年度人事 2008/4/1 紙 事務室 2018/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成20年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成２０年度人事 2009/4/1 紙 事務室 2019/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成21年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成２１年度人事 2010/4/1 紙 事務室 2020/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成22年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成２２年度人事 2011/4/1 紙 事務室 2021/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄

平成23年度 職員の人事に関する事項 人事関係書類 平成２３年度人事 2012/4/1 紙 事務室 2022/3/31 連合獣医総務係 連合獣医総務係 10年 廃棄


