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昭和26年度 研究支援課 畜産フィールド科学センター 利用状況 家畜個体別台帳 ＦＳＣ技術専門職員 1951年4月1日 永年 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

昭和28年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和28年度診療カルテ 動物医療センター 1954年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和29年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和29年度診療カルテ 動物医療センター 1955年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和30年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和30年度診療カルテ 動物医療センター 1956年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和31年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和31年度診療カルテ 動物医療センター 1957年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和32年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和32年度診療カルテ 動物医療センター 1958年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和33年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和33年度診療カルテ 動物医療センター 1959年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和34年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和34年度診療カルテ 動物医療センター 1960年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和35年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和35年度診療カルテ 動物医療センター 1961年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和36年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和36年度診療カルテ 動物医療センター 1962年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和37年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和37年度診療カルテ 動物医療センター 1963年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和38年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和38年度診療カルテ 動物医療センター 1964年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和39年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和39年度診療カルテ 動物医療センター 1965年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和40年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和40年度診療カルテ 動物医療センター 1966年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和41年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和41年度診療カルテ 動物医療センター 1967年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和42年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和42年度診療カルテ 動物医療センター 1968年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和43年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和43年度診療カルテ 動物医療センター 1969年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和44年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和44年度診療カルテ 動物医療センター 1970年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和45年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和45年度診療カルテ 動物医療センター 1971年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和46年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和46年度診療カルテ 動物医療センター 1972年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和47年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和47年度診療カルテ 動物医療センター 1973年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和48年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和48年度診療カルテ 動物医療センター 1974年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和49年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和49年度診療カルテ 動物医療センター 1975年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和50年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和50年度診療カルテ 動物医療センター 1976年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和51年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和51年度診療カルテ 動物医療センター 1977年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和52年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 昭和52年度～平成6年度発明関係原義書等綴1 研究支援課研究企画係1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

昭和52年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和52年度診療カルテ 動物医療センター 1978年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和53年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和53年度診療カルテ 動物医療センター 1979年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和54年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和54年度診療カルテ 動物医療センター 1980年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和55年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和55年度診療カルテ 動物医療センター 1981年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和56年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和56年度診療カルテ 動物医療センター 1982年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和57年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和57年度診療カルテ 動物医療センター 1983年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和57年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 乳用牛個体別記録（廃用） ＦＳＣ技術専門職員 1983年4月1日 永年 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

昭和57年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 家畜個体別記録（肉用牛） ＦＳＣ技術専門職員 1983年4月1日 永年 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

昭和58年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和58年度診療カルテ 動物医療センター 1984年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和59年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和59年度診療カルテ 動物医療センター 1985年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和60年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和60年度診療カルテ 動物医療センター 1986年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和61年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 昭和61年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1987年4月1日 30年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和61年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 昭和60年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1987年4月1日 30年 2017年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和61年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和61年度診療カルテ 動物医療センター 1987年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和62年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 昭和62年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和62年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 昭和61年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1988年4月1日 30年 2018年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和62年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和62年度診療カルテ 動物医療センター 1988年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和63年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 昭和63年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和63年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 昭和62年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1989年4月1日 30年 2019年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

昭和63年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 昭和63年度診療カルテ 動物医療センター 1989年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成10年度 研究支援課　 研究企画係 物品管理 平成10～21年度物品貸付関係 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成10年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成10年度地域共同研究センターパンフレット 地共センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄
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平成10年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成10年度民間等との共同研究紹介 地共センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成10年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課 産学連携センター 刊行物 平成10年度研究成果報告書 地共センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成9年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成10年度原虫病分子免疫研究センター外部評価報告
書

原虫病研究センター 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成10年度～平成11年度発明関係（特許等） 研究支援課研究企画係2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成10年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成10年度診療カルテ 動物医療センター 1999年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成11年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成11年度活動報告書 地共センター 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成11年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成11年度地域共同研究センターパンフレット 地共センター 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成11年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成11年度民間等との共同研究紹介 地共センター 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成11年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成11年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成11年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成10年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成11年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成11年度診療カルテ 動物医療センター 2000年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成12年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成12年度～平成23年度麻薬・覚せい剤譲受（渡）証　麻
薬・覚せい剤　年間使用数量報告書等

研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（16） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成12年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成12年度～平成18年度国際規則物資関係　核燃料物
資管理報告書

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成12年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成12年度～平成24年度向精神薬関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（16） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成12年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成12年度活動報告書 地共センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成12年度地域共同研究センターパンフレット 地共センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成12年度帯広畜産大学の研究者と技術シーズ 地共センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成12年度民間等との共同研究紹介 地共センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成12年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成11年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成12年度原虫病研究センター要覧 原虫病研究センター 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成12年度発明特許関係書類綴 研究支援課研究企画係2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成12年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成12年度診療カルテ 動物医療センター 2001年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成13年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理
平成13年度～平成18年度牛海綿状脳症（ＢＳＥ）新聞報道
関係

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成13年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成13年度～平成18年度地域共同研究センター運営委
員会

研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成13年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成13年度活動報告書 地共センター 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成13年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成13年度民間等との共同研究紹介 地共センター 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成13年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成13年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成13年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成12年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成13年度 研究支援課 研究企画係 知的財産 平成13年度発明特許関係書類 研究支援課研究企画係2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成13年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成13年度診療カルテ 動物医療センター 2002年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成14年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成14年度～平成24年度大動物特殊疾病研究センター
（動物・食品衛生研究センター）関係

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成14年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成14年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成14年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成14年度活動報告書 地共センター 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成14年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成13年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成14年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成14年度発明特許関係書類 研究支援課研究企画係2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成14年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成14年度診療カルテ 動物医療センター 2003年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成15年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成15年度～平成18年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成15年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成15～21年度知的基盤整備の現状について 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成15年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成15年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成15年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成15年度活動報告書 地共センター 2004年6月1日 30年 2034年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成15年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成15年度帯広畜産大学の研究者と技術シーズ 地共センター 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 地域連携推進 廃棄

平成15年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成14年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成15年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成15年度発明特許関係書類 研究支援課研究企画係2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成15年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成15年度大学知的財産本部整備事業関係 研究支援課研究企画係2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成15年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成15～16年度知財セミナー・知財雑件 研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄
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平成15年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成15年度診療カルテ 動物医療センター 2004年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成16年度～平成18年度原虫病研究センター協議会関
係綴

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成16年度～平成18年度ＣＯＥプログラム連絡協議会関
係綴

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成16～19年度大学発ベンチャー関係 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月3日 紙 書庫L1 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成16年度～平成19年度地域貢献推進室会議 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（2-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成16年度～平成19年度畜産フィールド科学センター関
係

研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成16年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成16年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成16年度活動報告書 地共センター 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成16年度共同研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成16年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（4-2） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成15年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成16年度知財オフィス関係 研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成16年度特許出願関係 研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（拒絶査定）
№1

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（拒絶査定）
№3

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（取り下げ）№
2

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（取り下げ）№
4

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（特許権の放
棄）№1

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（拒絶査定）
№2

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（取り下げ）№
1

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（取り下げ）№
3

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成16年度～特許庁係属終了案件ファイル（取り下げ）№
5

研究支援課研究企画係2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成16年度診療カルテ 動物医療センター 2005年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成17年度～平成18年度科学技術振興調整費研究運営
委員会関係2

研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成17・18年度受託研究共同研究事務連絡等 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成17年度～平成19年度内閣府食品安全委員会 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫L2 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成17年～19年度動物実験計画書綴 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成17年度～平成21年度帯広農業高等学校連携協議会
関係綴

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究支援係 産学連携 平成17年度～平成22年度獣医師診療技術研修事業関係 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成17年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成17年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成17年度活動報告書 地共センター 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成17年度共同研究関係2　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成17年度共同研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成17年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成17年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴2

研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 受託事業
平成17年度受託事業関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成16年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成17年度知的連携企画オフィス 研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成17年度発明・特許関係 研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成17年度～平成18年度ＪＳＴ特許出願支援 研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成17年度診療カルテ 動物医療センター 2006年4月1日 15年 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 ＣＯＥ 平成18年度岐阜大学COE経費に係る収支報告 研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成18年度科学技術振興調整費研究運営委員会関係3 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成18年度共同研究No.1 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成18年度共同研究No.3 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成18年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成18年度共同研究No.2 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究3 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究2 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成18年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成18年度受託研究実績報告書 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究1 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究4 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究6 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究5 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成18年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成18年度同意書 動物医療センター 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成18年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成18年度科学技術振興調整費（積算） 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成18年度科学技術振興調整費関係 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 ＣＯＥ 平成18年度ＣＯＥプログラム関係綴 研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度肉用牛交配計画 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度肉用牛分娩記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度肉用牛発育記録 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成18年度地域共同研究センター 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成18年度放射性同位元素実験室関係綴 研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成18年度病原性微生安全管理委員会 研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成18年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会関係綴 研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成18年度遺伝子組換え実験等安全管理委員会関係綴
NO.2

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成18年度地域共同研究センター客員教授 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成18年度帯広信用金庫・北洋銀行包括連携協定 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成18年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成18年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成18年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成18年度受託研究実績報告書 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成18年度受託研究帯広の森植物調査　調査報告書 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成18年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成18年度受託研究等実績報告書(生研センター分) 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度乳質検査綴 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度家畜売払理由書 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成18年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成18年度地域貢献推進事業実績 研究支援課研究企画係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成18年度～平成19年度家畜病院関係綴 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 ＧＣＯＥ 平成18～19年度グローバルCOEプログラム関係 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成18年度～平成19年度共同利用研究所長懇談会・国
立大学付属全国共同利用研究所・研究センター協議会

研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告
平成18年度～平成19年度調査回答　・原虫病研究セン
ター　・研究活動等状況調査ほか

研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成18年～20年度動物実験委員会・実験動物施設管理
委員会綴

研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成18～20年度競争的資金申請書 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫L4奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成18年度～20年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 科研費 平成18年度～21年度研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成18～21年度知的財産統括アドバイザー 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 実験動物施設管理室 利用状況 平成18年～21年度実験動物施設関係綴 実験動物施設管理室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 実験動物施設管理室 利用状況
平成18年～21年度実験動物施設利用申請書・動物実験
終了届

実験動物施設管理室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成18年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成18年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成18年度活動報告書 地共センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成18年度共同研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成18年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成18年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴2

研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成18年度知的連携企画オフィス 研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成18年度知財オフィス会議　発明・特許関係 研究支援課研究企画係2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成18年原虫病研究センター要覧 原虫病研究センター 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成18年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成18年度診療カルテ 動物医療センター 2007年4月1日 15年 2022年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成19年度～平成23年度麻薬取扱免許申請関係綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（16） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成19～23年度産学官連携等実施状況調査 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度牛体尺測定表（肉用牛） ＦＳＣ技術専門職員 2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 2007会議開催記録 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究1 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（1-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究＆共同研究　打合せ・監査関係書類 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（2-6）L4奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究5 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究3 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究1 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（4-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究6 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（4-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究2 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成19年度人材育成事業研修 研修（講義・実習）テキスト 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 19年度小テスト2007 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2007イベント案内等記録 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2007講師・施設等依頼 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 人材育成事業 平成19年度職員派遣報告他 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成19年度人材育成事業会議依頼等 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成19年度人材育成事業業務日誌 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成
平成19年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴

人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成19年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成19年度同意書 動物医療センター 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成19年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成19年度科学技術振興調整費関係 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫（1-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 19年度アンケート 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成19年度（事業計画）積算資料・提案書 人材育成事業室 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度肉用牛発育記録 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度地域共同研究センター 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度病原性微生物完全管理委員会 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度病原性微生物安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴 研究支援課研究支援係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 ナショナルバオイオリソースプロジェクト（19年度） 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成19年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成19年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成19年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究帯広の森植物調査　調査報告書 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究実績報告書 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度受託研究等実績報告書(生研センター分) 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成19年度十勝アグリバイオ関係 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成19年度競争的資金の申請書 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度乳質検査綴 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度家畜売払理由書 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成19年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成19年度新エネルギーベンチャー革新事業　－時空を
超えた熱利用・小型輸送システムによるバイオマスエネル
ギー利用の技術開発－

研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫L2奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成19年度イノベーション実用化助成事業　大学発事業
創出実用化研究開発事業（事前調査事業）－簡易施設に
よる永久凍土造成と冷熱エネルギー利用に関する調査－

研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成19年度（独）農研機構委託事業　参加意思確認書 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫L2 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19年度丸大食品(株)関係書類 研究支援課研究企画係2008年4月1日 10年 2018年3月31日 紙 書庫L2奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成19～20年度地域科学技術理解増進活動推進事業
JST

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 受講者連絡先調査票H19、20 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成19年度～平成20年度原虫病研究センター協議会関
係綴

研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成19年度～平成20年度人体及びヒト試料研究倫理審
査委員会

研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（16） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19～20年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（12） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成19～20年度社会人学び直しニーズ対応推進事業 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 補助金
平成19年度～平成20年度科学技術振興調整費　アウト
リーチ報告書

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19～20年度戦略マネジメント室 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫L2奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 安全管理 平成19年～21年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度～平成21年度放射性同位元素実験室関係綴 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成19年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成19年度～平成22年度原虫病研究センター共同研究 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成19～22年度地域共同研究センター　産学官連携教授 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成19～23年度防衛省 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究支援係 申請
平成19年度～平成23年度家畜病院の開設届出事項の一
部変更

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成19年度～平成25年度鳥獣捕獲許可証交付申請（希少 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成19年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 シーズ集（2007） 地共センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成19年度活動報告書 地共センター 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成19年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴

研究支援課研究企画係2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成19年度受託研究関係　契約書・債権管理簿・振替伝
票等綴2

研究支援課研究企画係2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成17・18年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成19年度知的連携企画オフィス会議 研究支援課研究企画係2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成19年度発明・特許関係　知財管理費 研究支援課研究企画係2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫（2-1） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成19年度～平成22年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成19年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成19年度診療カルテ 動物医療センター 2008年4月1日 15年 2023年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 20年度講義評価2 2008 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 20年度講義評価1 2008 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008イベント案内等記録(1) 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008イベント案内等記録(2) 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008イベント案内等記録(3) 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008会議開催記録 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008講師・施設等依頼 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 20年度講義アンケート1 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 20年度講義アンケート2 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 20年度講義アンケート3 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008JST 対応資料 5月23日～2月23日 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成
平成20年度十勝アグリバイオ産業創出のための人材育成
「積算」関係

人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成
平成20年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴

人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成20年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成20年度同意書 動物医療センター 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成20年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成20年度講義資料1 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成20年度講義資料2 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008ビジネス創出実験室 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 ＧＣＯＥ 平成20年度グローバルCOEセルユニット 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 ＧＣＯＥ 平成20年度グローバルCOEプログラム関係綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 ＧＣＯＥ 平成20年度グローバルCOEプログラム申請関係綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度地域共同研究センター 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 書庫L4奥 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度病原性微生物安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度病原性微生物安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度家畜病院関係綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成20年度共同利用研究所長懇談会・国立大学付属全
国共同利用研究所・研究センター協議会

研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成20年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成20年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成20年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成20年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成20年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成20年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究等実績報告書（生研センター分） 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度受託研究＆共同研究　打ち合わせ・監査関係
書類

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究№1 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究№2 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究№3 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究№4 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度戦略展開エビデンス 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度都市エリア発展型 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究帯広の森植物調査　調査報告書 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度受託研究実績報告書研究協力係 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度戦略展開プログラム申請書・報告書 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成20年度動物実験計画書綴 研究支援課研究支援係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成20年度人材育成事業概要説明会 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成20年度人材育成事業関係書類 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成20年度人材育成事業【出向関係】 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度乳質検査綴 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成20年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度戦略雇用プログラム　コーディネーター会議等 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成20年度委託事業等の公募№1 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開
発事業 －自然冷熱を活用した貯蔵農産物のブランド化と

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度地域資源活用型研究開発事業　－北海道産
低品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度地域資源活用型研究開発事業　北海道産低
品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度地域資源活用型研究開発事業　北海道産低
品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度地域資源活用型研究開発事業　「北海道産低
品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発」

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度地域資源活用型研究開発事業　㈱アクト 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度地域資源活用型研究開発事業費 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年度農林水産省高度化事業 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度大学改革シンポジウム 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度NEDO新エネルギーベンチャー技術革新新事
業

研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成20年　NEDO確定検査　（梅津） 研究支援課研究企画係2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2008事業、2009事業 委員等委嘱会議案内 人材育成事業室 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 大学発ベンチャー関係№2（20～21年度） 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ
平成20年度～平成22年度グローバルCOE取扱い要項・開
始通知等

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ
平成20年度～平成22年度文部科学省研究拠点形成グ
ローバルCOEプログラム

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度～平成22年度　都市エリア会議資料関係 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成20年度～平成22年度畜産フィールド科学センター関
係

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成20～22年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 書庫L3 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成20年度～平成22年度調査回答　・原虫病研究セン
ター ・研究活動等状況調査ほか

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成20年～22年度動物実験に関する教育研修関係綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 補助金
平成20年度～平成22年度科学技術振興調整費　アウト
リーチ報告書

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成20年度～平成23年度原虫病センター運営委員会 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-2） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成20年度～平成23年度共同利用・共同研究拠点関係
綴り

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成20年度～平成24年度AGHブレインチーム会議議事録 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成20年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 シーズ集　2008 地共センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成20年度活動報告書 地共センター 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成20年度共同研究関係（事務書類含）契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴1

研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究
平成20年度共同研究関係（事務書類含）契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴2

研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度受託研究関係（事務書類含）　契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴2

研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（4-3） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成20年度受託研究関係（事務書類含）　契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴1

研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（4-3） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 受託事業
平成20年度受託事業関係（事務書類含）契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴1

研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成19年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成20年度知的連携企画オフィス会議 研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成20年度発明・特許関係　知財管理費 研究支援課研究企画係2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成20年度～平成21年度特許関係書類 研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成20年度～平成22年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成20年度～平成23年度特許出願されていない・個人帰
属の発明ファイル1

研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

平成20年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成20年度診療カルテ 動物医療センター 2009年4月1日 15年 2024年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成21年度アグリバイオ人材育成事業 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成21年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成21年度同意書 動物医療センター 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成21年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ 平成21年度グローバルCOEプログラム関係 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成21年度地域共同研究センター 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成21年度第53回国立大学付置研究所・センター長会議
第2部会帯広畜産大学 原虫病研究センター

研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度病原性微生物安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度病原性微生物安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度原虫病研究センター協議会関係綴 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成21年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成21年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成21年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 FOODEXJAPAN2009 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成21年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成21年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成21年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度受託研究等実績報告書№1 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度受託研究等実績報告書№2 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度受託研究等参考資料 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度受託研究　債権発生通知写・契約書・請求書
等

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度受託研究＆共同研究　打ち合わせ・監査関係
書類№1

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度受託研究＆共同研究　打ち合わせ・監査関係
書類№2

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度受託研究№1 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度受託研究№2 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度戦略展開プログラム　コーディネーター会議等 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（2-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度財団等受託研究費　北海道産低品位石炭を
活用した～ （湯本）DGA 消耗品費・内国旅費

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度戦略展開プログラム報告・計画書 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度　戦略展開プログラム研究成果技術移転説明
会

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成21年度競争的資金応募申請書1 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成21年度競争的資金応募申請書2 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成21年度競争的資金応募申請書3 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成21年度動物実験計画書綴（承認済計画書） 研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成21年度動物実験計画書綴（付託・報告・承認決裁綴）
NO.1

研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告
平成21年度動物実験計画書綴（付託・報告・承認決裁綴）
NO.2

研究支援課研究支援係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 補助金
平成21年度科学技術総合推進費補助金（※20年度は科
学技術振興調整費扱い） －大規模ゲノム解析による熱

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成21年度利益相反関係 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成21年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
－自然冷熱を活用した貯蔵農産物のブランド化と貯蔵システムの

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度自然冷熱を活用した貯蔵農産物のブランド化と貯蔵シ
ステムの開発

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度自然冷熱を活用した貯蔵農産物のブランド化と貯蔵シ
ステムの開発(実績報告書一式）

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域資源活用型研究開発事業　－北海道産低品位石
炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発－

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域イノべーション創出開発事業　－ビート糖蜜を利用
した十勝産スピリッツ及びリキュールの研究開発

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域イノべーション創出開発事業　－ビート糖蜜を利用
した十勝産スピリッツ及びリキュールの研究開発　※各費用内訳

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域イノべーション創出開発事業　「ビート糖蜜を利用
した十勝産スピリッツ及びリキュールの研究開発」ニュテックス株式

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度版　地域イノべーション創出開発事業事務処理マニュア
ル（再委託先用)　財）北海道科学技術総合振興センター

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域イノべーション創出開発事業　株式会社
アクト

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度「地域イノべーション創出開発事業」採択事業
者説明会

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度地域資源活用型開発事業　中間検査資料 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度委託業務成果報告書 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度東京農業大学（中間検査にかかる書類の送付
について）

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度新たな農林水産制作を推進する実用技術開
発事業

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度イノベーション創出基礎的研究 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度食品健康影響評価 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度シーズ発掘試験 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度地域資源活用型研究開発事業　北海道産低
品位石炭を活用したパーラー排水浄化システムの開発

研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成21年度委託事業の公募 研究支援課研究企画係2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度～平成22年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度～22年度原虫病研究センター定例会議関係 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成21年度～平成22年度人体及びヒト試料研究倫理審
査委員会

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成21年度～22年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成21年度～22年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成21～23年度戦略マネジメント室 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成21年度～平成23年度共同利用研究所長懇談会 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-2） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成21年度～平成25年度特定外来生物飼養等許可申請書研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成21年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 シーズ集　2009 地共センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成21年度活動報告書 地共センター 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度受託研究関係（事務書類含）　契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴2

研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成21年度受託研究関係（事務書類含）　契約書・債権管
理簿・振替伝票等綴1

研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成20年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成21年度知的連携企画オフィス会議 研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成21年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成21年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 インターネット出願（21～23年度） 研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 研究支援課（K-1） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 会議
平成21年度～平成23年度知的連携企画オフィスの審議結
果通知

研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成21年度診療カルテ 動物医療センター 2010年4月1日 15年 2025年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成22年度～平成23年度共同利用研究公募関係 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成22年度～23年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（5-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 平成23年度～24年度特別研究員応募書類関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 安全管理 平成22年～23年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 7年 2019年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 安全管理 平成22年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 8年 2019年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成22年度アグリバイオ人材育成事業 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成22年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成22年度同意書 動物医療センター 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成22年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ 平成22年度グローバルCOEプログラム関係綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度病原性微生物安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度病原性微生物安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴NO.1 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴NO.2 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度原虫病研究センター協議会関係綴 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成21年度～平成22年度動物実験委員会・実験動物施
設管理委員会 綴

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成22年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成22年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成22年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成22年度出光興産Ｋ102 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携
平成22年度研究成果技術移転セミナー(自立化促進プロ・
機能強化型)

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成22年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成22年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成22年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究№1 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究№2 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究等　参考資料 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究＆共同研究 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究
平成22年度受託研究　債権発生通知写・契約書・請求書
等

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究実績報告書№1 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究実績報告書№2 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成22年度産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラ
ム）

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（1-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度コンソーシアム参加申込書 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（段ボール） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 受託事業
平成22年度　支出証拠書　Ｇ107　日本獣医師会・宮原和
郎

研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成22年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成22年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成22年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.1 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成22年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.2 研究支援課研究支援係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 補助金
平成22年度科学技術総合推進費補助金（人材育成・大規
模ゲノム）

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 補助金
平成22年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金
大学等産学官連携自立化促進プログラム

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成22年度飼養管理表 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度ビートリキュール　経理処理綴　池田町 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成22年度地域イノべーション創出開発事業（管理法人)　－ビート
糖蜜を利用した十勝産スピリッツ及びリキュールの研究開発

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度　地域イノべーション創出開発事業　日甜 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成22年度大学等産学官連携自立促進プログラム機能
支援型

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成22年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2010事業 委員等委嘱会議案内 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成23年度科学研究費補助金応募書類 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄
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平成22年度 研究支援課　 実験動物施設管理室 利用状況 平成22年～23年度実験動物施設関係綴 実験動物施設管理室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成22年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 ＮＥＸＴ
平成22年度～平成24年度 先端・次世代研究開発支援
プログラム

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成22年度～平成24年度放射性同位元素実験室関係綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（5-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成22年度～平成24年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成22年度～24年度科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成22年度知的連携企画オフィス 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成22年度知的財産関係書類№1 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成22年度知的財産関係書類№2 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成22年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成22年度活動報告書 地連センター 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成21年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成22年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成22年度～平成24年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成22年度診療カルテ 動物医療センター 2011年4月1日 15年 2026年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度アグリバイオ人材育成事業 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成23年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成23年度同意書 動物医療センター 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成23年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成23年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 地域連携推進センター 産学連携 平成23年度技術相談申込書 地連センター 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成23年度施設の管理および保守記録関係 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成23年度社会貢献事業関係 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成23年度社会人教育プログラム 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成23年度第1回畜大ふれあいフェスティバル 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成23年度入金日報 動物医療センター 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度牛乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度家畜登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度畜産フィールド科学センター利用実験研究簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 1年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度立入前被ばく歴調査カード 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射線業務従事者教育及び訓練の記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度エリアモニタ・排気モニタ月報リスト 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度密封線源装備機器管理帳簿 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素等により汚染された物の廃棄記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素日使用記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度汚染状況の測定記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理
平成23年度放射性同位元素の購入，使用，保管に関する
記録

研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素業務従事者別使用記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素取扱履歴 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度個人線量報告書 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度立入者名簿 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射線業務従事者登録申請書 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射線業務従事者登録簿 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素購入届 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成23年度放射性同位元素使用申請書 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成23年度P3実験室安全キャビネット点検報告書 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 会議 平成23年度放射性同位元素実験室関係 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成23年度寄附金 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成23年度出勤簿 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（東野机上） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成23年度財団等研究助成金№1 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（12） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成23年度財団等研究助成金№2 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（12） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度排気記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度放射線施設に関する測定記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度排水放流記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度水モニターによる排水記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度自主点検記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成23年度管理区域立入記録 研究協力課技術専門職2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 旅行命令 平成23年度出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（東野机上） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成23年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成23年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 研究員
平成23年度～平成24年度日本学術振興会特別研究員関
係綴

研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成23年度～平成24年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 安全管理 平成23年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 8年 2020年3月31日 紙 研究支援課（7-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成23～26年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ 平成23年度グローバルCOEプログラム関係綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成23年度　都市エリア会議資料関係 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度病原性微生物安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度病原性微生物安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴NO.1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度遺伝子組換え実験等安全委員会関係綴NO.2 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度原虫病研究センター協議会関係綴 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度実験動物委員会・実験動物施設管理委員会 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度支出伝票等　地域産学官連携科学技術振興
補助金(CD支援型・機能強化型)

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度支出伝票等　科学技術総合推進費補助金(人
材育成) 消耗品費

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度支出伝票等　科学技術総合推進費補助金(人
材育成) 借損料他

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度支出伝票等　科学技術総合推進費補助金(人
材育成) 謝金他

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度支出伝票等　科学技術総合推進費補助金(研
究協力課) 消耗品費他

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度受託事業支出伝票等　G104他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度共同研究支出伝票等　K142 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度支出伝票等　都市エリア　消耗品費1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度支出伝票等　都市エリア　国内旅費他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄
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平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度支出伝票等　GCOE　借損料他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度支出伝票等　GCOE　国内旅費他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度受託研究支出伝票等　J101他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度受託研究支出伝票等　J108他 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度受託研究支出伝票等　よつ葉乳業(株)　J113
他

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成23年度受託研究支出伝票等　(独)科学技術振興機構
J123他

研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成23年度科学研究費補助金関係綴　No.1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成23年度科学研究費補助金関係綴　No.2 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成23年度科学研究費補助金関係綴　実績報告書 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究　変更契約等 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成23年度共同研究等参考資料 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成23年度原虫病研究センター共同研究 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成23年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成23年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成23年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成23年度受託研究 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成23年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成23年度受託研究等参考資料 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成23年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成23年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成23年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.2 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成23年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.1 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成23年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.2 研究支援課研究支援係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成23年度科学技術戦略推進費補助金（人材育成事業） 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成23年度地域産学官連携科学技術振興事業費 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成23年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成23年度飼養管理表 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成23年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成23年度～平成24年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成23年度～平成24年度原虫病研究センター定例会議
関係

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成24年度科学研究費補助金応募書類 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 科研費
平成23年度～平成24年度厚生労働科学研究費補助金関
係綴

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成24年度都市エリア予算積算資料 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成23年度～24年度外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-4） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成23年度～25年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-6） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成23年度知的連携企画オフィス 研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成23年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成24年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成23年度活動報告書 地連センター 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成23年度～特許出願されていない・個人帰属の発明
ファイル2

研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成23年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成23年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成23年度診療カルテ 動物医療センター 2012年4月1日 15年 2027年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成24年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成24年度同意書 動物医療センター 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成24年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 家畜防疫研究室関係綴 ＦＳＣ技術専門職員 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成24年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 地域連携推進センター 産学連携 平成24年度技術相談申込書 地連センター 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成24年度施設の管理および保守記録関係 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成24年度社会貢献事業関係 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成24年度社会人教育プログラム 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成24年度第2回畜大ふれあいフェスティバル 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成24年度入金日報 動物医療センター 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度牛乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度家畜登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度畜産フィールド科学センター利用実験研究簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 1年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度立入前被ばく歴調査カード 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射線業務従事者教育及び訓練の記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度エリアモニタ・排気モニタ月報リスト 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度密封線源装備機器管理帳簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素等により汚染された物の廃棄記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素日使用記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度汚染状況の測定記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理
平成24年度放射性同位元素の購入，使用，保管に関する
記録

原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素業務従事者別使用記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素取扱履歴 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度個人線量報告書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度立入者名簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射線業務従事者登録申請書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射線業務従事者登録簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素購入届 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成24年度放射性同位元素使用申請書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 会議 平成24年度放射性同位元素実験室関係 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成24年度寄附金 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成24年度共同利用研究公募関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（8-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成24年度出勤簿 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（東野机上） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成24年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（松本机上） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成24年度財団等研究助成№1 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成24年度財団等研究助成№2 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度排気記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度放射線施設に関する測定記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度排水放流記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度水モニターによる排水記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度自主点検記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成24年度管理区域立入記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成24年度麻薬・覚せい剤関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（14） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 旅行命令 平成24年度出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（東野机上） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 農山漁村6次産業化対策事業補助金 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 書庫R 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 外部資金 誓約書関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成24年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成24年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 平成25年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度生乳分析記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 ＧＣＯＥ 平成24年度グローバルCOEプログラム関係綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成24年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成24年度酪農事業・BSE関係綴り 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成24年度　都市エリア会議資料関係 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度病原体等安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度病原体等安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度遺伝子組換実験等安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度遺伝子組換実験等安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成24年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成24年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成24年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成24年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成24年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄
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平成24年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成24年度支出伝票等　GCOE 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金
平成24年度支出伝票等　地域産学官連携科学技術振興
補助金(CD支援型・機能強化型)

研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成24年度科学研究費補助金関係綴　No.1 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成24年度科学研究費補助金関係綴　No.2 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成24年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成24年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成24年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携
平成23年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書
北海道バイオマスリサーチ㈱

研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成24年度新技術説明会 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成24年度乳工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成24年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成24年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成24年度受託研究№1 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成24年度受託研究№2 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成24年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成24年度競争的資金応募申請書№1 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成24年度競争的資金応募申請書№2 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成24年度会計検査院実施調査（農水） 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成24年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.1 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成24年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.2 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成24年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.1 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成24年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.2 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 補助金 平成24年度地域産学官連携科学技術振興事業費補助金 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成24年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成24年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度家畜処分伺 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼料購入表・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼養管理状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成24年度飼養管理表 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成24年度科学研究費補助金　実績報告書等 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄
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平成24年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成24年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成24年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成24年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成24年度寄附講座 研究支援課研究企画係2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成25年度都市エリア予算積算資料 研究支援課　研究支援 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度分科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成24年度産学官連携・知的財産活用推進室 研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成24年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 研究支援課（K-2上） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成22・23年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成24年度活動報告書 地連センター 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 電子情産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成24年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成24年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成24年度診療カルテ 動物医療センター 2013年4月1日 15年 2028年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度食品安全マニュアル ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成25年度前提条件プログラムおよびHACCPシステムに
関する資料

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 原材料、納入容器・包装資材品質規格書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度畜産フィールド科学センター生乳出荷基準 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 3年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度牛乳試験結果通知書（岸本） ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度牛乳発注書・納品書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成25年度雑件 研究支援課研究企画係2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成25年度雑件 研究支援課研究企画係2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成25年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2014年4月1日 3年 2017年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 地連センター 2014年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書綴 地連センター 2014年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 教育研究設備維持運営費関係綴 地連センター 2014年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 地連センター 2014年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 地連センター 2014年4月1日 5年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度立入前被ばく歴調査カード 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射線業務従事者教育及び訓練の記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度エリアモニタ・排気モニタ月報リスト 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度密封線源装備機器管理帳簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素等により汚染された物の廃棄記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素日使用記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度汚染状況の測定記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理
平成25年度放射性同位元素の購入，使用，保管に関する
記録

原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素業務従事者別使用記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素取扱履歴 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度個人線量報告書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度立入者名簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射線業務従事者登録申請書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射線業務従事者登録簿 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素購入届 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 安全管理 平成25年度放射性同位元素使用申請書 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 会議 平成25年度放射性同位元素実験室関係 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度排気記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度放射線施設に関する測定記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度排水放流記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度水モニターによる排水記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度自主点検記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 ＲＩ実験室 施設管理 平成25年度管理区域立入記録 原虫病研究ｾﾝﾀｰ技術専2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 放射性同位元素実験室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成25年家畜防疫研究室関係綴 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成25年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成25年度施設の管理および保守記録関係 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度家畜登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度畜産フィールド科学センター利用実験研究簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度操作盤温度記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度牛乳パネルテスト ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度入場記録簿（乳製品工場） ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成25年度HACCP推進会議議事録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成25年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル 添付ファイル等）

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成25年度機器整備台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成25年度入金日報 動物医療センター 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 旅行命令 出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成25年度出勤簿 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 外部資金 誓約書関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成25年度社会貢献事業関係 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成25年度社会人教育プログラム 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成25年度第3回畜大ふれあいフェスティバル 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成25年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成25年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成25年度寄附金 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 書庫L2 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成25年度財団等研究助成№1 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成25年度財団等研究助成№2 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成25年度麻薬・覚せい剤・向精神薬関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（14） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 地域連携推進センター 産学連携 平成25年度技術相談申込書 地連センター 2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成25年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成25年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成25年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2014年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 平成26年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度牛乳・アイス細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度保存試験結果 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成25年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度検便検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度内部および外部監査資料 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成25年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す
る記録

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成25年度緊急時対応マニュアル、改修手順及び訓練記
録

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度牛乳製造手順書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電
子

HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度アイス製造手順書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電
子

HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成25年度校正手順および記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成25年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成25年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 申請
北海道HACCP申請・更新に関する文書（評価調書、認証
書、認証結果通知書）

ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 有害生物モニタリング結果報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度年間業務計画書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度生乳生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度配合飼料摂取記録・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度牛体尺測定表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度家畜個体識別システム関連 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度家畜繁殖記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度乳用牛発育記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度バルク乳細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度各種予防注射接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度農薬使用計画・受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料生産記録 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼料購入表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度作業機械状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度繫留状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成25年度飼養管理表 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成25年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成25年度同意書 動物医療センター 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成25年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度科学研究費助成事業関係綴　1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度科学研究費助成事業関係綴　2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度科学研究費助成事業関係綴　3 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成25年度科学研究費補助金　実績報告書等 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 ＮＥＸＴ 先端・次世代研究開発支援プログラム 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成25年度受託研究等実績報告書 1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成25年度受託研究等実績報告書 2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成25年度受託研究等実績報告書 2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成25年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成25年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄
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平成25年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成25年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成25年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成25年度支出伝票等　科学技術人材育成費補助金 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成25年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成25年度共同研究№1 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成25年度共同研究№2 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成25年度共同研究№3 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携
平成24年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書
北海道バイオマスリサーチ㈱

研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成25年度受託研究№1 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成25年度受託研究№2 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成25年度受託研究№3 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成25年度競争的資金応募申請書№1 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成25年度競争的資金応募申請書№2 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成25年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成25年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成25年度酪農事業・BSE関係綴り 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度動物・食品衛生研究センター関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度放射性同位元素実験室関係綴 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度病原体等安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度病原体等安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度遺伝子組換実験等安全管理委員会NO.1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度遺伝子組換実験等安全管理委員会NO.2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成25年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成25年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成25年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成25年度動物実験計画書綴　承認済計画書NO.2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度農場入場者記録簿（業務室・特別管理牛舎） ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成26年度雑件 研究支援課研究企画係2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成26年度雑件 研究支援課研究企画係2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成26年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 地域連携推進センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 地連センター 2015年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 地域連携推進センター 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書綴 地連センター 2015年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 地域連携推進センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 地連センター 2015年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成26年度 研究支援課　 地域連携推進センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 地連センター 2015年4月1日 3年 2018年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成26年度HACCP推進会議議事録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成26年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル 添付ファイル等）

ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成26年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成26年度機器整備台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度牛名号登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度公用車使用報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度トラック稼動月報 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成26年度入金日報 動物医療センター 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 旅行命令 出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成26年度出勤簿 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 研究員 平成27年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（9-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 外部資金 誓約書関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 外部資金 誓約書関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成26年度食品安全マネジメント推進室事業関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成26年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成26年度寄附金 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成26年度財団等研究助成 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成26年度麻薬・覚せい剤・向精神薬関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（14） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成26年度研究推進本部関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（4-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 産学連携 平成26年度技術相談申込書 地連センター 2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成26年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成26年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成26年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成25年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.1 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成25年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.2 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成25年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認）NO.3 研究支援課研究支援係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成25年度共通機器サポート推進室 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成25年度　馬関連事業 企画・国際室 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成25年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成25年度寄附講座 研究支援課研究企画係2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成26年度分科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄
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平成25年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成26年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成25年度産学官連携・知的財産活用推進室 研究支援課研究企画係2014年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成25年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2014年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成24年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成25年度活動報告書 地連センター 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 電子情産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成25年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成25年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成25年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成25年度診療カルテ 動物医療センター 2014年4月1日 15年 2029年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度牛乳・アイス細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度保存試験結果 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度内部および外部監査資料 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度緊急時対応マニュアル、回収手順及び訓練記
録

ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す
る記録

ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度校正手順および記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成26年度検便検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成26年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成26年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成26年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成26年度有害生物モニタリング結果報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼養状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度交配計画 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度ワクチン接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度牛体尺測定 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日
電子情

ＦＳＣ業務室
研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度作業機械別台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度農薬受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度牛乳試験結果通知書（岸本） ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度生乳・生産物管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度バルク乳細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度入場記録簿（乳製品工場） ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度操作盤温度記録 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度牛乳パネルテスト ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成26年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成26年度
研究支援課　 動物医療センター 診療 平成26年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター

2015年4月1日 10年 2025年3月31日
紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成26年度同意書 動物医療センター 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成26年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成26年度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成26年度科学研究費補助金　実績報告書等 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成26年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成26年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成26年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成26年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成26年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成26年度支出伝票等　科学技術人材育成費補助金 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成27年度分科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成27年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成26年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄
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平成26年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成26年度共同研究 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成25年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成26年度受託研究 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成26年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成26年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成26年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成26年度酪農事業・BSE関係綴り 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度放射性同位元素実験室関係綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成26年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成26年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成27年度雑件 研究支援課研究企画係2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成27年度雑件 研究支援課研究企画係2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成27年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成26年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成26年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成26年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認） 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫（4-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成26年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成26年度共通機器サポート推進室 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成26年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成26年度寄附講座 研究支援課研究企画係2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成26年度産学官連携・知的財産活用推進室 研究支援課研究企画係2015年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成26年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成26年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成26年度活動報告書 地連センター 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成26年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成26年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成26年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成26年度診療カルテ 動物医療センター 2015年4月1日 15年 2030年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 放射性同位元素実験室廃止関係 研究支援課研究支援係2015年4月1日 永年 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 地連センター 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書綴 地連センター 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 地連センター 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 地連センター 2016年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成28年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成27年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進室事業　研修・セミナー関係 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成27年度寄附金 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成27年度財団等研究助成 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成27年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成27年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成27年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成27年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 科研費
平成27年度科学研究費助成事業関係綴

研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日
紙 書庫（3-3）

研究支援課長
廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成27年度科学研究費補助金　実績報告書関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成28年度分科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成28年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成27年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成27年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成27年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成27年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-5） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　科学技術人材育成費補助金 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　農林水産試験研究費補助金 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成27年度支出伝票等　寄附金GHITFUND 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成27年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 旅行命令 平成27年度出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 平成27年度出勤簿 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成27年度　馬介在活動室乗馬体験関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成27年度人工授精師技術研修・超音波技術研修 研究支援課　研究企画 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成27年度生産獣医療技術研修 研究支援課　研究企画 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成27年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成27年度共同研究 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成26年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成27年度受託研究 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成27年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成27年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄
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平成27年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成27年度共通機器サポート推進室 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成27年度研究推進本部関係 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成27年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成27年度共同研究（帯広市連携事業） 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成27年度寄附講座 研究支援課研究企画係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成27年度産学官連携・知的財産活用推進室 研究支援課研究企画係2016年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫（2-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成28年度雑件 研究支援課研究企画係2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成28年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成27年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成27年度活動報告書 地連センター 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成27年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 地連センター 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成27年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成27年度JST特許出願支援制度 研究支援課研究企画係2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 地連センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書綴 地連センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 地連センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成29年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成28年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成28年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成28年度寄附金 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成28年度財団等研究助成1 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成28年度財団等研究助成2 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成28年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度研究推進本部関係 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成28年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成28年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成28年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 産学官連携等実施状況調査（平成27年度実績） 研究支援課研究企画係2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進室事業　研修・セミナー関係 地連センター 2017年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成28度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成28年度科学研究費補助金　実績報告書関係 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成29年度分科研費研究分担者承諾書綴 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成29年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成28年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成28年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成28年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成28年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄
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平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　科学技術人材育成費補助金 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　農林水産試験研究費補助金 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成28年度支出伝票等　寄附金GHITFUND 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-9） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成28年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 旅行命令 平成28年度出張報告書等綴 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 平成28年度出勤簿 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 ISO補助金関係 研究支援課研究支援係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成28年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成28年度共同研究1 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成28年度共同研究2 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成28年度共同研究（帯広市連携事業） 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成27年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成28年度受託研究1 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成28年度受託研究2 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成28年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成28年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度共通機器サポート推進室1 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度共通機器サポート推進室2 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度共通機器サポート推進室3 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度共通機器サポート推進室4 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成28年度寄附講座 研究支援課研究企画係2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成28年度産学官連携・知的財産活用推進室 研究支援課研究企画係2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成28年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成28 年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成28年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成28年度研究成果有体物(九州大学有体物管理セン
ター成果有体物管理システム関係）

研究支援課研究企画係2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成28年度活動報告書 地連センター 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

平成2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成2年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成元年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1991年4月1日 30年 2021年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成3年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成2年度診療カルテ 動物医療センター 1991年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成3年度診療カルテ 動物医療センター 1992年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成3年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成2年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成3年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成3年原虫病分子免疫研究センター要覧 原虫病研究センター 1992年4月1日 30年 2022年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成3年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成4年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成3年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成4年度診療カルテ 動物医療センター 1993年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成4年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成3年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成4年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成5年度診療カルテ 動物医療センター 1994年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成5年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成5年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成7年度
研究支援課　 研究支援係 申請

平成7年度～平成18年度家畜病院の開設届出事項の一
部変更

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成7年度 研究支援課　 研究支援係 申請
平成8年度～平成18年度鳥獣捕獲許可証交付申請（含む
希少野生動植物）

研究支援課研究支援係2007年4月1日 10年 2017年3月31日 紙 書庫（3-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成5年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成4年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成5年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成6年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成5年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成6年度診療カルテ 動物医療センター 1995年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成6年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成5年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成6年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 家畜台帳（肉用牛） ＦＳＣ技術専門職員 1994年4月1日 永年 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成7年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成7年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成7年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成6年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成9年度
研究支援課　 動物医療センター 診療

平成元年度～平成20年度大中小動物集計表（産業・伴侶
動物集計表）

動物医療センター 2009年4月1日 10年 2019年3月31日 紙 動物医療センター2階マルチルーム 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成7年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成7年原虫病分子免疫研究センター要覧 原虫病研究センター 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成7年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成7年度診療カルテ 動物医療センター 1996年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成8年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成8年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成8年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成7年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成8年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成8年度診療カルテ 動物医療センター 1997年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成9年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成9年度地域共同研究センターパンフレット 地共センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成9年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成9年度地域共同研究のための研究者要覧 地共センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成9年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成9年度民間等との共同研究紹介 地共センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-9） 研究支援課長 廃棄

平成元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成元年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 昭和63年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1990年4月1日 30年 2020年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成9年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成9年度農場概要 ＦＳＣ技術専門職員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成9年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成8年度農場報告 ＦＳＣ技術専門職員 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 冊子 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成9年度 研究支援課　 原虫病研究センター 刊行物 平成9年度原虫病分子免疫研究センター要覧 原虫病研究センター 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 原虫病研究センター学術顧問室 研究支援課長 廃棄

平成9年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成9年度診療カルテ 動物医療センター 1998年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成9年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成元年度診療カルテ 動物医療センター 1990年4月1日 15年 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 1年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 1年 2017年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度トラクター等稼動月報 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 1年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度加工原料乳数量等報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 1年 2017年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度農場入場者記録簿（業務室・特別管理牛舎） ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 3年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　会議関連 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　会議関係 地連センター・人材育成2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議

地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成26年度　馬関連事業 企画・国際室企画係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成26年度　馬フォーラム 企画・国際室企画係 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成27年度麻薬・覚せい剤・向精神薬関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成27年度　馬介在活動室事業関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成27年度HACCP推進会議議事録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成27年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル、添付ファイル等）

ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日
紙

HACCP事務局
研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成27年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成27年度機器整備台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度牛名号登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度公用車使用報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度トラック稼動月報 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成27年度入金日報 動物医療センター 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成27年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成27年度酪農事業・BSE関係綴り 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（5-6） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成27年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2016年4月1日
10年

2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成27年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成27年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫（4-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成27年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成27年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認） 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成27年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 地域連携 平成27年度　馬フォーラム 研究支援課研究支援係2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度牛乳・アイス細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度保存試験結果 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度内部および外部監査資料 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度緊急時対応マニュアル、回収手順及び訓練記
録

ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す
る記録

ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日
紙

HACCP事務局
研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度校正手順および記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成27年度検便検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成27年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成27年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成27年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成27年度有害生物モニタリング結果報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼養状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度交配計画 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度ワクチン接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度牛体尺測定 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度作業機械別台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度農薬受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度牛乳試験結果通知書（岸本） ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度生乳・生産物管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度バルク乳細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度入場記録簿（乳製品工場） ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度操作盤温度記録 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度牛乳パネルテスト ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成27年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成27年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度トラクター等稼動月報 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度加工原料乳数量等報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 1年 2018年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度農場入場者記録簿（業務室・特別管理牛舎） ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成27年度同意書 動物医療センター 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成27年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成27年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成2327年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成23年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品有害
微生物検査士 要項他

地連センター・人材育成2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成27年度診療カルテ 動物医療センター 2016年4月1日 15年 2031年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成28年度HACCP推進会議議事録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成28年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル 添付ファイル等）

ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成28年度農場協議会（全国・北海道東北） ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成28年度機器整備台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度牛名号登録申請 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度精液管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度肥料受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度公用車使用報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度トラック稼動月報 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成28年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成28年度入金日報 動物医療センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度牛乳・アイス細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度保存試験結果 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度内部および外部監査資料 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度緊急時対応マニュアル、回収手順及び訓練記
録

ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す

る記録
ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日

紙
HACCP事務局

研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度校正手順および記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成28年度検便検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成28年度畜産フィールド科学センター概要 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成28年度乳製品工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成28年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成28年度有害生物モニタリング結果報告書 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼養状況表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度交配計画 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度人工授精台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度疾病記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度ワクチン接種記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度乳牛検定情報 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度牛体尺測定 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度乳検データ ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度個体別産乳実績表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度乳量野帳 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度日乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度月別乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼料給与表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼料給与量記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度初乳期乳量表 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度土壌診断・飼料分析 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼料収穫記録簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度圃場台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度圃場作付図 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度作業機械別台帳 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度堆肥散布記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度施肥設計書 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度農薬受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度牛乳試験結果通知書（岸本） ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度生乳・生産物管理簿 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度バルク乳細菌検査結果 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度入場記録簿（乳製品工場） ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度操作盤温度記録 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度牛乳パネルテスト ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度畜産日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度飼料日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成28年度搾乳日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 1年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 1年 2019年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度トラクター等稼動月報 FSC技術専門職員 2018年4月1日 1年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度加工原料乳数量等報告書 FSC技術専門職員 2018年4月1日 1年 2019年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成28年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成28年度同意書 動物医療センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成28年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成28年度畜産フィールド科学センター報告 ＦＳＣ技術専門職員 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成28年度診療カルテ 動物医療センター 2017年4月1日 15年 2032年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成29年度雑件 研究支援課研究企画係2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成29年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 地連センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令 旅行命令簿・出張報告書 地連センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 地連センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 地連センター 2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成29年度入金日報 動物医療センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成29年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成30年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成29年度　馬介在活動室事業関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成29年度HACCP推進会議議事録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
畜産フィールド科学センター 会議 平成29年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー

ル、添付ファイル等）
FSC技術専門職員

2018年4月1日
5年

2023年3月31日
紙

HACCP事務局
研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成29年度機器整備台帳 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成29年度農場協議会（全国・北海道東北） FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度牛名号登録申請 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度精液管理簿 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度肥料受払簿 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度公用車使用報告書 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度トラック稼動月報 FSC技術専門職員 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成29年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成29年度寄附金 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成29年度財団等研究助成1 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成29年度財団等研究助成2 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫（1-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成29年度研究推進本部関係 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進室事業　研修・セミナー関係 地連センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（110-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　運営委員
会（会議・委嘱・通知等）

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成29年度同意書 動物医療センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成29年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成29年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成29年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成29年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成29年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄
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平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成29年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成29年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成29年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成29年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成29年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認） 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成29年度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成29年度科学研究費補助金　実績報告書関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成30年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成29年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成29年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成29年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成29年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成29年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成29年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成29年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 平成29年度出勤簿 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 ISO補助金関係 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 行事 平成29年度　馬フォーラム 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成29年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成29年度畜産フィールド科学センター概要 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度牛乳・アイス細菌検査結果 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度保存試験結果 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成29年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度内部および外部監査資料 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度緊急時対応マニュアル、改修手順及び訓練記
録

FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関する記
録

FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度校正手順および記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成29年度検便検査結果 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成29年度有害生物モニタリング結果報告書 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成29年度乳製品工場日誌 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成29年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼養状況表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度交配計画 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度人工授精台帳 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度疾病記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度ワクチン接種記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度乳牛検定情報 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度牛体尺測定 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度乳検データ FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度個体別産乳実績表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度乳量野帳 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度日乳量表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度月別乳量表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼料給与表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼料給与量記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度初乳期乳量表 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度土壌診断・飼料分析 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼料収穫記録簿 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度圃場台帳 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度圃場作付図 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度作業機械別台帳 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度堆肥散布記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度施肥設計書 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度農薬受払簿 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度牛乳試験結果通知書（岸本） FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度生乳・生産物管理簿 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度バルク乳細菌検査結果 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度入場記録簿（乳製品工場） FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度操作盤温度記録 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度牛乳パネルテスト FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度畜産日誌 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度飼料日誌 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成29年度搾乳日誌 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成29年度人工授精師技術研修・超音波技術研修 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成29年度生産獣医療技術研修 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成29年度ふれあい牧場親子体験学習 FSC技術専門職員 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成29年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成29年度共同研究1 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成29年度共同研究2 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成29年度共同研究（帯広市連携事業） 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成28年度帯広畜産大学発ベンチャー活動状況報告書 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成29年度受託研究1 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成29年度受託研究2 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（2-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成29年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成29年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成29年度共用機器基盤センター1 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成29年度共用機器基盤センター2 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成29年度 中期目標・中期計画関係書類年度計画関係 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成29年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成29年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成29年度寄附講座 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 産学官連携等実施状況調査（平成28年度実績） 研究支援課研究企画係2018年4月1日 5年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成29年度畜産フィールド科学センター報告 FSC技術専門職員 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成29年度活動報告書 地連センター 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成29年度産学官連携・知的財産活用室 研究支援課研究企画係2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成29年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成29年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 1年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 1年 2020年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度トラクター等稼動月報 FSC技術専門職員 2019年4月1日 1年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度加工原料乳数量等報告書 FSC技術専門職員 2019年4月1日 1年 2020年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成29年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄
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平成29年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産
平成29年度研究成果有体物(九州大学有体物管理セン
ター成果有体物管理システム関係）

研究支援課研究企画係2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成29年度診療カルテ 動物医療センター 2018年4月1日 15年 2033年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成30年度雑件 研究支援課研究企画係2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成30年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 地域連携推進センター利用許可申請関係綴 産学連携センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令簿・出張報告書綴 産学連携センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター とかち夢パン工房関係綴 産学連携センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 地域連携推進センター雑件綴 産学連携センター 2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成30年度入金日報 動物医療センター 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成30年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 平成31年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成30年度　馬介在活動室事業関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成30年度HACCP推進会議議事録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成30年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル 添付ファイル等）

FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成30年度機器整備台帳 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 平成30年度農場協議会（全国・北海道東北） FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度牛名号登録申請 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度精液管理簿 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度肥料受払簿 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度公用車使用報告書 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度トラック稼動月報 FSC技術専門職員 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成30年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成30年度寄附金 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成30年度財団等研究助成1 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成30年度財団等研究助成2 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成30年度機能強化推進本部関係 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進室事業　研修・セミナー関係 産学連携センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（110-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成30年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議（会議・委嘱）

産学連携センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成30年度同意書 動物医療センター 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成30年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 平成30年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 平成30年度テニュアトラック普及・定着事業関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（3-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 平成30年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 平成30年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄
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平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議 平成30年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 会議
平成30年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共
同研究）

研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成30年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成30年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 平成30年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認） 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成30年度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成30年度科学研究費補助金　実績報告書関係 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成31年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 平成30年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成30年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 平成30年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 平成30年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫（5-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成30年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成30年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 平成30年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 平成30年度出勤簿 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　
研究支援係

補助金 ISO補助金関係
研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日

紙 研究支援課（S-5）
研究支援課長

廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 行事 平成30年度　馬フォーラム 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 FSC業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究支援係 申請 平成30年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成30年度畜産フィールド科学センター概要 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度牛乳・アイス細菌検査結果 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度保存試験結果 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理
平成30年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度内部および外部監査資料 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度緊急時対応マニュアル、改修手順及び訓練記
録

FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関する記
録

FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度校正手順および記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 平成30年度検便検査結果 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 平成30年度有害生物モニタリング結果報告書 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成30年度乳製品工場日誌 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 平成30年度機械実習工場日誌 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼養状況表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度交配計画 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度人工授精台帳 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度疾病記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度ワクチン接種記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度乳牛検定情報 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度牛体尺測定 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度乳検データ FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度個体別産乳実績表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度乳量野帳 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度日乳量表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度月別乳量表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼料給与表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼料給与量記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度初乳期乳量表 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度土壌診断・飼料分析 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼料収穫記録簿 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度圃場台帳 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度圃場作付図 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度作業機械別台帳 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度堆肥散布記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度施肥設計書 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度農薬受払簿 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度牛乳試験結果通知書（岸本） FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度生乳・生産物管理簿 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度バルク乳細菌検査結果 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度入場記録簿（乳製品工場） FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度操作盤温度記録 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度牛乳パネルテスト FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度畜産日誌 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度飼料日誌 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 平成30年度搾乳日誌 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成30年度人工授精師技術研修・超音波技術研修 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成30年度生産獣医療技術研修 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 平成30年度ふれあい牧場親子体験学習 FSC技術専門職員 2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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平成30年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成30年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成30年度共同研究1 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成30年度共同研究2 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成30年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成30年度受託研究1 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成30年度受託研究2 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成30年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成30年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成30年度共用機器基盤センター1 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成30年度共用機器基盤センター2 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成30年度地域連携推進センター 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成30年度 中期目標・中期計画関係書類年度計画関係 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成30年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成30年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成30年度寄附講座 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 産学官連携等実施状況調査（平成29年度実績） 研究支援課研究企画係2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 平成30年度畜産フィールド科学センター報告 FSC技術専門職員 2019年4月1日 30年 2048年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 平成30年度活動報告書 産学連携センター 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成30年度産学官連携・知的財産活用室 研究支援課研究企画係2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成30年度知的財産関係書類 研究支援課研究企画係2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成30年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成30年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2019年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 平成30年度診療カルテ 動物医療センター 2019年4月1日 15年 2034年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成25年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成26年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成28年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成29年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成30年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 平成21年度積算関係資料 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成
平成21年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴

人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(2)2009 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(1)2009 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 公用車使用簿 21年度 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(3) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(2) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(1) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009講師・施設等依頼 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009会議開催記録 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009イベント案内記録(3) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄
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平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009イベント案内記録(2) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009イベント案内記録(1) 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成21年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2009JST 対応資料 人材育成事業室 2010年4月1日 10年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(2)2010 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(1)2010 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(4) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(3) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(2) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 アンケート集計(1) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2010イベント案内記録(返信) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 FOODEX JAPAN2011 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(2)2011 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 テスト評価(1)2011 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 第6回「アグリフードEXPO2011」関係綴 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 静・十BM 「食と農」こだわりの逸品展示会2011 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2011イベント案内記録(返信) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2011アンケート(3) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2011アンケート(2) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 研究企画係 人材育成 2011アンケート(1) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 教育研究設備維持運営費関係綴 地連センター 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成28年度 研究支援課　 研究企画係 教育研究設備維持運営費関係綴 地連センター 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　旅行命令 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　謝金 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議資料

地連センター・人材育成2013年4月1日
10年 2023年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　雑件（合
同セミナー・チラシ）

地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　学内予算 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　委員委嘱 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　プレイヤー地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成24年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成24年度　フードバレーとかち人材育成事業　講師依頼 地連センター・人材育成2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　食品安全管理コース　食品有害微生物講習
（初級・上級）

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　食品安全管理コース　食品衛生講習（入門
編・応用編）

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請
求・予算

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　特別講
習・連携事業・報告会等

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄
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平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　循環型経
営コース・修了生フォローアップ

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　雑件（契
約・運営委員・報告会）

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　アグリ・
フードビジネスプランコース（入門編）

地連センター・人材育成2014年4月1日 10年
2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　アグリ・
フードビジネスプランコース（応用編）

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2024年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成25年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成25年度　フードバレーとかち人材育成事業　Ｇ13001
予算以外

地連センター・人材育成2014年4月1日
10年 2023年3月31日

紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　特別講
習・報告会、修了生フォローアップ

地連センター・人材育成2015年4月1日
10年 2025年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品有害微生物講習（中級・上級）

地連センター・人材育成2015年4月1日
10年 2025年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品衛生講習（入門編）

地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品衛生講習（応用編）

地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　契約関
係・雑件・メール案内

地連センター・人材育成2015年4月1日
10年 2025年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　環境配慮
型農畜産業コース

地連センター・人材育成2015年4月1日
10年 2025年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　運営委員
会（会議・委嘱・通知等）

地連センター・人材育成2015年4月1日
10年 2025年3月31日

紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　アグリ・
フードビジネスコース（入門編）

地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成26年度　フードバレーとかち人材育成事業　アグリ・
フードビジネスコース（応用編）

地連センター・人材育成2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（地域産業活性化に向けた経営論）

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（企業戦略論）

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　農業生産
者向けコース　農業生産者向けセミナー

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　特別講
習・報告会・連携事業

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品有害微生物講習（初級8月・2月）

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　修了生
フォローアップ

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　契約・予
算・雑件

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成27年度　フードバレーとかち人材育成事業　運営委員
（会議・委嘱・通知等）

地連センター・人材育成2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（地域産業活性化に向けた経営論）

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（企業戦略論）

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　農業生産
者コース　ＧＡＰセミナー

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　特別講
演・講習・報告会

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品有害微生物講習（初級・中級）

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　修了生
フォローアップ

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄
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平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　契約・予
算・雑件

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成28年度　フードバレーとかち人材育成事業　運営委員
（会議・委嘱・通知等）

地連センター・人材育成2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（地域産業活性化に向けた経営論）

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　ビジネス
コース（企業戦略論）

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　農業生産
者コース　ＧＡＰセミナー

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　特別講
演・講習・報告会

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　食品安全
管理コース　食品有害微生物講習（中級・上級）

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　修了生
フォローアップ

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　事務局会
議（会議・委嘱）

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　
産学連携センター

人材育成
平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　契約・予
算・雑件

地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成29年度　フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 教育研究設備維持運営費関係綴 地連センター 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄

平成26年度 研究支援課　 地域連携推進センター 教育研究設備維持運営費関係綴 地連センター 2015年4月1日 5年 2019年3月31日 紙 研究支援課（K-8） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度積算関係資料 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度人材育成事業研修 選択科目（実習）テキスト 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度人材育成事業 基本科目テキスト 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度人材育成事業 研修・SPY研修テキスト 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成23年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴(SPY-食)

人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成23年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴

人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成22年度積算関係資料 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成22年度人材育成事業研修 基本科目（講義）ﾃｷｽﾄ、選
択科目（講義）ﾃｷｽﾄ

人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
平成22年度【ｱｸﾞﾘﾊﾞｲｵ産業創出のための人材育成】受講
生名簿綴

人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011講師・施設等依頼(2) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011講師・施設等依頼(1) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011イベント案内記録(3) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011イベント案内記録(2) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011イベント案内記録(1) 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011JST 対応資料 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010講師・施設等依頼2 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010講師・施設等依頼 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010会議開催記録 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010イベント案内記録(2) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010イベント案内記録(1) 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2010JST 対応資料 人材育成事業室 2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成26年度社会貢献事業関係 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成26年度 研究支援課　 研究企画係 社会貢献 平成26年度社会人教育プログラム 研究支援課研究企画係2015年4月1日 5年 2020年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度馬介在活動室事業関係 研究支援課研究支援係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 畜産フィールド科学センター業務室 研究支援課長 廃棄
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令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 申請 令和元（平成31）年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和元（平成31）年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 行事 令和元（平成31）年度馬フォーラム 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 畜産フィールド科学センター業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度原虫病研究センター（運営委員会・協研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和元（平成31）年度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 令和元（平成31）年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 令和元（平成31）年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 令和2年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 令和元（平成31）年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議
令和元（平成31）年度人体及びヒト試料研究倫理審査委
員会

研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元（平成31）年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和元年度実験系委員長連絡会議 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 令和元（平成31）年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 令和元（平成31）年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承
認）

研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（15） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 科研費
令和元（平成31）年度科学研究費補助金　実績報告書関
係

研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和2年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和元（平成31）年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 令和元（平成31）年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 令和元（平成31）年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和元（平成31）年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和元（平成31）年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 令和元（平成31）年度出勤簿 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 ISO補助金関係 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究支援係 申請 令和元（平成31）年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和元（平成31）年度診療カルテ 動物医療センター 2020年4月1日 15年 2035年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和元（平成31）年度入金日報 動物医療センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和元（平成31）年度同意書 動物医療センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和元（平成31）年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 令和元（平成31）年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度農場入場者記録簿（業務室・特別管理牛舎） ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 1年 2021年3月31日
電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度トラクター等稼動月報 FSC技術専門職員 2020年4月1日 1年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度加工原料乳数量等報告書 FSC技術専門職員 2020年4月1日 1年 2021年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和元年度HACCP推進会議議事録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和元年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メー
ル、添付ファイル等）

FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 令和元年度機器整備台帳 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄
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令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和元年度農場協議会（全国・北海道東北） FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度牛名号登録申請 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度精液管理簿 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度肥料受払簿 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度公用車使用報告書 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度トラック稼動月報 FSC技術専門職員 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 令和元年度畜産フィールド科学センター概要 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度牛乳・アイス細菌検査結果 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度保存試験結果 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結
果

FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度内部および外部監査資料 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度緊急時対応マニュアル、改修手順及び訓練記
録

FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　
畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す

る記録
FSC技術専門職員 2020年4月1日

10年
2030年3月31日

紙
HACCP事務局

研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度校正手順および記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和元年度検便検査結果 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 令和元年度有害生物モニタリング結果報告書 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 令和元年度乳製品工場日誌 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼養状況表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度交配計画 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度人工授精台帳 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度疾病記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度ワクチン接種記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度乳牛検定情報 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度牛体尺測定 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度乳検データ FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度個体別産乳実績表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度乳量野帳 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度日乳量表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度月別乳量表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼料給与表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼料給与量記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度初乳期乳量表 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度土壌診断・飼料分析 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼料収穫記録簿 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度圃場台帳 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度圃場作付図 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度作業機械別台帳 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄
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令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度堆肥散布記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度施肥設計書 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度農薬受払簿 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度牛乳試験結果通知書（岸本） FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度生乳・生産物管理簿 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度バルク乳細菌検査結果 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度入場記録簿（乳製品工場） FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度操作盤温度記録 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度牛乳パネルテスト FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度畜産日誌 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度飼料日誌 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和元年度搾乳日誌 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和元年度人工授精師技術研修・超音波技術研修 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和元年度生産獣医療技術研修 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和元年度ふれあい牧場親子体験学習 FSC技術専門職員 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 令和元年度畜産フィールド科学センター報告 FSC技術専門職員 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 産学連携センター利用許可申請関係綴 産学連携センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（101-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令簿・出張報告書綴 産学連携センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 産学連携センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（101-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 産学連携センター雑件綴 産学連携センター 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進室事業　研修・セミナー関係 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（110-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 活動報告書 産学連携センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 食品有害微生物検査士 産学連携センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　事務局会議（会議・委嘱産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（地域産
業活性化に向けた経営論）

産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（企業戦
略論）

産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　農業生産者コース　Ｇ
ＡＰセミナー

産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　特別講演・講習 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　報告会・連携事業 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　食品安全管理コース
食品有害微生物講習（初級・中級）

産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　修了生フォローアップ 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　運営委員会（会議・委
嘱・通知等）

産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　契約・予算・雑件 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 産学連携センター・産業2020年4月1日 10年 2030年4月1日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 会議 産学連携センター　運営委員会 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄
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令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 会議 産学連携推進室 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 知的財産 知的財産関係書類 産学連携センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 会議 知的財産・リスク管理室 産学連携センター 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 勤務状況 休暇簿・勤務時間報告・超過勤務命令簿　他 産学連携センター 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 産学連携センター（101-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 安全保障輸出管理委員会 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 産学連携
平成30年度　帯広畜産大学発ベンチャー　活動状況報告
書

産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 帯広畜産大学・よつ葉乳業株式会社　デイリースクール 産学連携センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 帯広畜産大学・よつ葉乳業株式会社　デイリースクール 産学連携センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 帯広畜産大学・よつ葉乳業株式会社　デイリースクール 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 若者が牽引するしごとづくり・まちづくりプラン 産学連携センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 若者が牽引するしごとづくり・まちづくりプラン 産学連携センター 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 北海道大学　リスコミ職能教育プロジェクト 産学連携センター 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（地域産
業活性化に向けた経営論）

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（企業戦
略論）

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　農業生産者コース　Ｇ
ＡＰセミナー

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　特別講演・講習・報告
会・連携事業

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　食品安全管理コース
食品有害微生物講習（初級・中級）

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　修了生フォローアップ 地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　運営委員会（会議・委
嘱・通知等）

地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　契約・予算・雑件 地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 地連センター・人材育成2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成23年度人材育成事業研修 選択科目（講義）テキスト 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

平成23年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 2011事業 委員等委嘱会議案内 人材育成事業室 2012年4月1日 10年 2022年3月31日 紙 産学連携センター（102-1） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 平成31年度雑件 研究支援課研究企画係2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成31年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成31年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成31年度寄附金 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成31年度財団等研究助成1 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成31年度財団等研究助成2 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成31年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成31年度共同研究1 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 平成31年度共同研究2 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成31年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成31年度受託研究 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 申請 平成31年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 平成31年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成31年度共用機器基盤センター1 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄
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令和元年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成31年度共用機器基盤センター2 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 会議 平成31年度産学連携センター 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成31年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 平成31年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成31年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 平成31年度寄附講座 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成31年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 平成31年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

平成16年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携
平成16年度～平成22年度連携協定事業（帯広、更別農業
高校）

研究支援課研究企画係2011年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄

平成17年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成17年度連携協定 帯広市動物園 研究支援課研究企画係2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 地連センター事務室 研究支援課長 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成22年度大学機関別認証評価自己評価書 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（1-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成27年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 平成27年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援課（18） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究
平成22年度研究成果 適展開支援事業A-STEP申請書
類JST

研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（5-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度受託研究帯広の森植物調査　調査報告書 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

平成22年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 平成22年度　ビート確認書類　東京農業大学 研究支援課研究企画係2011年4月1日 10年 2021年3月31日 紙 研究支援課（6-2） 研究支援課長 廃棄 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度馬介在活動室事業関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 畜産フィールド科学センター業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度畜産フィールド科学センター関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 申請 令和2年度細胞供給依頼書＆提供同意書等綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和2年度支出伝票等　J 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 行事 令和2年度馬フォーラム 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 畜産フィールド科学センター業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度原虫病研究センター（運営委員会・協議会・共同 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和2年度科学研究費助成事業関係綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 令和2年度受託研究等参考資料 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 令和2年度日本学術振興会特別研究員関係綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 研究員 令和2年度採用分日本学術振興会特別研究員 研究支援課研究支援係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（S-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 外部資金関係（通知・調査等） 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 令和2年度安全保障貿易管理関係資料綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 安全管理 令和2年度酪農事業・BSE関係綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度動物・食品検査診断センター関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度動物医療センター関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度人体及びヒト試料研究倫理審査委員会 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度病原体等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度遺伝子組換実験等安全管理委員会 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度動物実験委員会 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度原虫病研究センター 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 会議 令和2年度実験系委員長連絡会議 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 令和2年度動物実験計画書綴　承認済計画書 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 調査・報告 令和2年度動物実験計画書綴　（付託・報告・承認） 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（15） 研究支援課長 廃棄
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令和2年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和2年度科学研究費補助金　実績報告書関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和2年度科学研究費助成事業応募書類 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 科研費 令和2年度厚生労働科学研究費補助金関係綴 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 受託研究 令和2年度受託研究等実績報告書 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 共同研究 令和2年度共同研究等参考資料 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和2年度支出伝票等　K 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 外部資金 令和2年度支出伝票等　G 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 勤務状況 令和2年度出勤簿 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 補助金 ISO補助金関係 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究支援係 申請 令和2年度各種許可申請 研究支援課研究支援係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（S-1） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度農場視察・見学記録 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度農場入場者記録簿（業務室・特別管理牛舎） ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度農場実習記録 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 1年 2022年3月31日
電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度トラクター等稼動月報 FSC技術専門職員 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度加工原料乳数量等報告書 FSC技術専門職員 2021年4月1日 1年 2022年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和２年度HACCP推進会議議事録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和２年度FSSC22000構築に関する打合せ記録（メール、
添付ファイル等）

FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 令和元年度機器整備台帳 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 会議 令和２年度農場協議会（全国・北海道東北） FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度畜産フィールド科学センター利用実験申込書 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度免税軽油の申請関係 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度免税軽油受払簿 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度牛名号登録申請 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度精液管理簿 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度肥料受払簿 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電
子

ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度公用車使用報告書 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度トラック稼動月報 FSC技術専門職員 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 令和２年度畜産フィールド科学センター概要 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度牛乳・アイス細菌検査結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度保存試験結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度落下細菌およびユーティリティー細菌検査結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度内部および外部監査資料 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度緊急時対応マニュアル、改修手順及び訓練記
録

FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　
畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度従業員教育訓練・推進室メンバー力量に関す

る記録
FSC技術専門職員 2021年4月1日

10年
2031年3月31日

紙
HACCP事務局

研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度校正手順および記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 安全管理 令和２年度検便検査結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 調査・報告 令和２年度有害生物モニタリング結果報告書 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 施設管理 令和２年度乳製品工場日誌 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度気象観測記録 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼養牛名簿 ＦＳＣ技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄
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令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼養状況表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度交配計画 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度人工授精台帳 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度疾病記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度ワクチン接種記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度乳牛検定情報 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度牛体尺測定 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度乳検データ FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度個体別産乳実績表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度乳量野帳 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度日乳量表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度月別乳量表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼料給与表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼料給与量記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度初乳期乳量表 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度土壌診断・飼料分析 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼料収穫記録簿 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度圃場台帳 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度圃場作付図 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度作業機械別台帳 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度堆肥散布記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度施肥設計書 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度農薬受払簿 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度抗生物質残留、並びに体細胞数検査結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度牛乳試験結果通知書（岸本） FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度高温低温牛乳指導検査結果一覧表（農協連） FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度生乳・生産物管理簿 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度バルク乳細菌検査結果 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子情ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度入場記録簿（乳製品工場） FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度操作盤温度記録 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度牛乳パネルテスト FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 HACCP事務局 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度畜産日誌 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度飼料日誌 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 利用状況 令和２年度搾乳日誌 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和２年度人工授精師技術研修・超音波技術研修 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和２年度生産獣医療技術研修 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 社会貢献 令和２年度ふれあい牧場親子体験学習 FSC技術専門職員 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 畜産フィールド科学センター 刊行物 令和２年度畜産フィールド科学センター報告 FSC技術専門職員 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 冊子 ＦＳＣ業務室 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 食品安全 食品安全マネジメント推進事業　研修・セミナー関係 産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 ＦＳＣ書庫 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和2年度診療カルテ 動物医療センター 2021年4月1日 15年 2036年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和2年度入金日報 動物医療センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和2年度同意書 動物医療センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄
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令和2年度 研究支援課　 動物医療センター 診療 令和2年度診療申込書（初診書・承諾書） 動物医療センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 動物医療センター1階過去カルテ棚 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 動物医療センター 物品管理 令和2年度薬品・消耗品購入簿 動物医療センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 動物医療センター受付 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 申請 産学連携センター利用許可申請関係綴 産学連携センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 旅行命令簿・出張報告書綴 産学連携センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 施設管理 とかち夢パン工房関係綴 産学連携センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 雑件 産学連携センター雑件綴 産学連携センター 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 産学連携センター（101-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 刊行物 活動報告書 産学連携センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子情産学連携センター（共有フォルダ） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　事務局会議（会議・委
嘱）

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　物品請求 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（地域産
業活性化に向けた経営論）

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　ビジネスコース（企業戦
略論）

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　農業生産者コース　Ｇ
ＡＰセミナー

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　特別講演・講習 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　報告会・連携事業 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　食品安全管理コース
食品有害微生物講習

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　修了生フォローアップ 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度
研究支援課　

産学連携センター 人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　運営委員会（会議・委
嘱・通知等）

産学連携センター・産業2021年4月1日
10年

2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長
廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　契約・予算・雑件 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 フードバレーとかち人材育成事業　応募書類 産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-1） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 会議 産学連携推進室 産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 知的財産 知的財産関係書類 産学連携センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 会議 知的財産・リスク管理室 産学連携センター 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 産学連携センター（101-11） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 勤務状況 休暇簿・勤務時間報告・超過勤務命令簿　他 産学連携センター 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 産学連携センター（101-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 安全保障輸出管理委員会 産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 産学連携
令和元年度　帯広畜産大学発ベンチャー　活動状況報告
書

産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 学生と地域がつながるまちづくり支援事業 産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

令和2年度
研究支援課　 産学連携センター

人材育成
フードバレーとかち人材育成事業　農業経営者コース（農
業経営者セミナー）

産学連携センター・産業2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長
廃棄

令和2年度 研究支援課　 産学連携センター 共同研究 オープンイノベーション促進共同研究 産学連携センター 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 産学連携センター（101-7) 研究支援課長 廃棄

平成28年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 安全保障輸出管理委員会 産学連携センター 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 産学連携センター 安全管理 海外生物遺伝資源関係 産学連携センター 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 産学連携センター（101-7） 研究支援課長 廃棄

平成27年度 研究支援課　 産学連携センター 人材育成 平成27年度　食品有害微生物検査士 地連センター・人材育成2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 産学連携センター（101-2） 研究支援課長 廃棄

平成29年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成29年度学長リーダーシップ経費 研究支援課研究企画係2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成30年度学長リーダーシップ経費 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 平成31年度学長リーダーシップ経費 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 令和2年度学長リーダーシップ経費 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成30年度学術指導 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 平成31年度学術指導 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 令和2年度学術指導 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 令和2年度秘密保持誓約書 研究支援課研究企画係2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 知的財産 令和2年度研究成果有体物 研究支援課研究企画係2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 研究支援課（K-2） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 利益相反 令和2年度利益相反自己申告書 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-3） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 雑件 令和2年度雑件 研究支援課研究企画係2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄
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結果

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 令和2年度学内予算見積関係 研究支援課研究企画係2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 令和2年度調査・アンケート関係 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 勤務状況 令和2年度勤務時間報告書綴 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-4） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 令和2年度寄附金 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 令和2年度財団等研究助成1 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 研究助成 令和2年度財団等研究助成2 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 令和2年度共同研究（研究のみ・経費なし） 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 令和2年度共同研究1 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 共同研究 令和2年度共同研究2 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 受託研究 令和2年度受託研究 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和２年度 研究支援課　 研究企画係 受託事業 令和2年度受託事業 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 申請 令和2年度競争的資金応募申請書 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 寄附講座 令和2年度寄附講座 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 会議 令和2年度共用機器基盤センター1 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 会議 令和2年度共用機器基盤センター2 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 調査・報告 令和2年度中期目標・中期計画関係書類 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-6） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 令和2年度スクラム十勝 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 会議 令和2年度産学連携センター 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 産学連携 令和2年度犬のボランティア・譲渡関係 研究支援課研究企画係2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 研究支援課（K-7） 研究支援課長 廃棄

平成30年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成30年度クラウドファンディング 研究支援課研究企画係2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和元年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 平成31年度クラウドファンディング 研究支援課研究企画係2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄

令和2年度 研究支援課　 研究企画係 寄附金 令和2年度クラウドファンディング 研究支援課研究企画係2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 研究支援課（K-5） 研究支援課長 廃棄
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