
農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

白神自然環境研究所 公印 公印使用簿（白神自然環境研究所）平成28年度 5年

会計 売払 農場生産物関係 5年

外部資金 奨学寄付金 学術研究奨励基金助成金 5年

外部資金 奨学寄付金 寄附金 5年

外部資金 謝金 謝金計画書・支出依頼書 5年

外部資金 受託事業 受託事業契約等 10年

外部資金 その他 日本学術振興会 5年

学部活性化 学部活性化 学部活性化経費 5年

学部客員研究員 学部客員研究員 学部客員研究員 5年

管理 その他 売払伺 5年

管理 その他 債権管理簿 7年

管理 その他 債権発生通知書 5年

管理 その他 予定価格・売払決議書 5年

管理 その他 領収証書受払簿綴 7年

組換えDNA 組換えDNA 組換えDNA実験 5年

研究支援 安全保障貿易管理 安全保障輸出管理 7年 国立大学法人弘前大学安全保障輸出管理規程

研究支援 共同利用 共同利用 5年

研究支援 研究協定 研究協定 5年

研究支援 研究用微生物 研究用微生物 5年

研究支援 向精神薬 向精神薬試験研究施設設置者 30年

研究支援 研究協力 調査協力員 5年

研究支援 発明・特許 発明・特許 30年

研究支援 有体物協定 有体物協定 5年

研究助成 その他 学内研究助成 5年

研究助成 その他 北東北3大学連携推進研究プロジェクト 5年

研究助成 その他 研究助成 5年

研究助成 受託研究員 受託研究員等 5年

研究助成 その他 弘前大学GOGOファンド 5年

研究助成 その他 弘前大学特別研究員 5年

研究助成 e-Rad 府省共通研究開発管理システム 5年

国有財産 防災関係 防災関係 10年

生涯学習 公開講座 公開講座 10年

白神自然環境研究所
概算要求
関係

概算要求関係 10年

白神自然環境研究所 外部資金 科学研究費助成事業 7年

白神自然環境研究所 人事 教員人事 10年

白神自然環境研究所 服務 勤務時間 5年

白神自然環境研究所 服務 兼業 3年

白神自然環境研究所 出張 研修旅行願 7年

白神自然環境研究所 人事 兼任教員 10年

白神自然環境研究所 公印 公印使用簿 5年

白神自然環境研究所 公印 公印 30年

白神自然環境研究所 学術講演会 講演会・シンポジウム 5年

白神自然環境研究所 謝金 謝金実施計画書・支出依頼書 5年

白神自然環境研究所 外部資金 受託・共同・寄附 10年

白神自然環境研究所 情報公開・個人情報保護 情報公開・個人情報保護 10年

白神自然環境研究所 式典 白神自然観察園開園式 30年

白神自然環境研究所 学内会議 白神自然観察園 5年

白神自然環境研究所 設置・改廃 白神自然観察園設置資料 30年

白神自然環境研究所 施設 白神自然観察園利用申請 5年
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農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

白神自然環境研究所 調査・報告 調査・照会等 5年

白神自然環境研究所 研究協力 調査協力員関係 5年

白神自然環境研究所 施設 土地・建物借受 30年

白神自然環境研究所 人事 非常勤職員人事 5年

白神自然環境研究所 物品管理 物品管理 10年

白神自然環境研究所
概算要求
関係

補正予算 10年

白神自然環境研究所 文書発送 郵便はがき・郵便切手受払簿 5年

白神自然環境研究所 予算管理 予算 7年

白神自然環境研究所 旅費 旅行命令簿等 7年

白神自然環境研究所 外部資金 北東北国立３大学連携推進研究プロジェクト 7年

白神自然環境研究セン
ター

施設 井水ろ過設備保全業務 5年

白神自然環境研究セン
ター

学術講演会 講演会・シンポジウム 5年

白神自然環境研究所 研究協力 白神自然環境研究所　調査協力員関係（平成28年度） 5年

白神自然環境研究セン
ター

施設 白神自然観察園利用申請 5年

白神自然環境研究セン
ター

旅費 旅行命令簿等 7年

設置・改廃 設置・改廃 白神自然観察園設置資料 30年

その他 その他 雑綴 1年

地域連携 アグリカレッジ アグリカレッジ 5年

地域連携 委員会 地域連携室 5年

調査・報告 その他調査 各種調査 5年

調査・報告 文部科学省関係諸調査 文部科学省通知等 5年

動物実験 動物実験 動物実験 5年

評価 中期目標期間評価 中期目標期間評価 30年

補助金 補助金 補助金 5年

補助金・基金 科学研究費助成事業 科学研究費助成事業 5年

連合大学院 人事 RA 5年

連合大学院 その他 各種通知等 5年

連合大学院 人事 教員資格審査 30年

連合大学院 その他 教員資格審査・研究科長裁量経費 30年

連合大学院 会議 研究科長選挙 30年

連合大学院 会議 新入生歓迎会・教員会議 10年

連合大学院 会議 代議員会 10年

連合大学院 教務 入試教務 10年

連合大学院 予算 予算 5年

連合大学院 証明書関係 連合大学院証明書交付願綴 3年

連合大学院 その他 連合大学院送付書類綴 5年

会議 学部内会議 遺伝子実験共通施設設置準備委員会 30年

会議 学外会議 国立大学農学系学部長会議 5年

会議 学部内会議 生物共生教育研究センター運営委員会 10年

会議 学部内会議 生物共生教育研究センター会議 10年

会議 学部内会議 生物共生教育研究センター会議・運営委員会 10年

会議 学外会議 全国国立大学農水産関係学部事務協議会 5年

会議 学部内会議 農学研究科委員会議事録 30年

会議 学部内会議 農学生命科学研究科（仮称）設置準備委員会 10年

会議 学部内会議 農学生命科学部教授会議事録 30年

会議 学部内会議 農学生命科学部将来計画委員会 10年

会議 学部内会議 農学生命科学部創設準備教官会議 30年

会議 学部内会議 農学部教授会議事録 30年

会計 受払 農場生産物整理簿 5年
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農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

会計 受払 農場生産物受払請求書 5年

会議 学部内会議 農学生命科学研究科委員会議事録 30年

外部資金 共同研究 共同研究契約等 10年

外部資金 受託研究 受託研究契約等 10年

学生の異動 休学 休学 30年

学生の異動 休学・退学・除籍 休学・退学・除籍 30年

学生の異動 除籍 除籍 30年

学生の異動 退学 退学 30年

学生の異動 転学科 転学科 30年

学生の異動 転学部 転学部 30年

学生の異動 その他 本籍地保証人氏名変更綴 30年

刊行物 授業計画 授業計画 10年

給与 帳簿・帳票 基準給与簿 5年

教員免許 教員免許申請 教員免許 30年

教員免許 教育免許申請 教員免許申請 30年

教員免許 教員免許申請 教職入門 10年

教員免許 教員免許申請 教育実習 10年

教員免許 教員免許申請 介護等体験実習 10年

教務 その他 学位記 30年

教務 その他 学位論文審査 30年

教務 学籍簿 学籍簿 永年

教務 時間割 時間割 30年

教務 時間割 授業関係 30年

教務 修了 修了認定 永年

教務 学籍簿 成績記入表 永年

教務 卒業・修了関係 卒業・修了 30年

契約 その他 仕様策定等及び補職発令 5年

検査・監査 会計検査院実地検査 会計検査・監査 5年

検査・監査 その他 検査調書 5年

研究支援 申請・報告 製造法令 30年

研究助成 その他 共同研究 10年

広報 その他 学内雑通知 5年

行事 学術講演会 講演会・シンポジウム 5年

行事 儀式・行事 白神自然観察園開園式 30年

行事 儀式・行事 学位記授与式記録 10年

行事 儀式・行事 儀式・行事 10年

行事 記念事業 弘前大学農学部創立記念事業 10年

行事 儀式・行事 卒業式記録 10年

行事 儀式・行事 入学式記録 10年

行政監察 行政監察 農学視学委員実地視察 30年

国際規制物資 調査・報告 国際規制物資 30年

国際交流 その他 国際交流 30年

国有財産 防災関係 火災予防・災害 10年

国有財産 その他 国有財産関係 30年

国有財産 研究支援 国有財産等使用許可申請関係 5年

国有財産 報告・申請 受水槽清掃報告書及び水質検査報告書 3年

国有財産 防災関係 消防設備等点検結果報告書 3年

歳入 その他 寄付の受入 5年

歳入 報告 収入見込・支出見込額調 3年
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農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

雑役務 タクシー タクシー借上使用簿 3年

雑役務 自動車運転 安全運転 3年

雑役務 自動車運転 運転日誌 3年

雑役務 自動車運転 自動車使用の特例に関する綴り 3年

雑役務 自動車運転 自動車使用の特例 3年

施設 施設 井水ろ過設備保全業務 5年

施設 施設 土地・建物借受 30年

出張関係 研修旅行願 研修旅行願 5年

出張関係 旅行依頼 出張依頼 5年

出張関係 旅行命令 旅行命令・依頼・承認簿 7年

賞罰 その他 事故・盗難 10年

賞罰 懲戒 懲戒 10年

賞罰 表彰 表彰 10年

情報公開 その他 情報公開 10年

設置・改廃 設置・改廃 学科・学科目設置申請書 10年

設置・改廃 課程認定 教員免許状・課程認定申請 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学農学生命科学部設置計画書 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学農学部の学科改組 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学農学部園芸化学科・園芸農学科設置届出書 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学農学部設置申請書 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学農学部専攻科設置申請書 30年

設置・改廃 設置・改廃 弘前大学文理学部農学科設置申請書 30年

設置・改廃 課程認定 再課程認定申請書 30年

設置・改廃 その他 大学基準協会加盟判定審査 30年

設置・改廃 その他 独立行政法人化 30年

設置・改廃 設置・改廃 農学研究科設置認可申請書 30年

設置・改廃 設置・改廃 農学生命科学研究科（修士課程）設置計画 30年

設置・改廃 設置・改廃 農学生命科学研究科（修士課程）設置計画書 30年

設置・改廃 設置・改廃 農学生命科学部設置に係る履行状況報告 30年

設置・改廃 設置・改廃 農学生命科学部設置計画 30年

設置・改廃 課程認定 免許状授与課程認定申請書 30年

選挙 学長選挙 学長候補者選挙 30年

選挙 学部長選挙 農学生命科学部長候補者選挙 30年

選挙 学部長選挙 農学部長候補者選挙 30年

大学改革 その他 大学評価 30年

大学改革 その他 認証評価 30年

大学改革 その他 ４年目終了時評価 30年

調査・報告 指定統計 学校基本調査 5年

調査・報告 指定統計 各種調査 5年

調査・報告 報告 人事課への報告綴 5年

調査・報告 その他調査 自己点検・評価及び外部評価 10年

入学 科目等履修生 科目等履修生・聴講生・研究生綴 30年

入学 科目等履修生 科目等履修生 30年

入学 研究生関係 研究生 30年

入学 聴講生関係 聴講生 30年

入学 その他 特別聴講学生等 30年

任用 非常勤職員 ＴＡ・ＲＡ 5年

任用 補職 各種委員会委員 3年

任用 常勤職員 教員資格審査 30年
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農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

任用 常勤職員 教員選考 30年

任用 常勤職員 教員公募 1年

任用 常勤職員 人事異動上申書 10年

任用 その他 人事異動通知書 10年

任用 定員 定員・現員 30年

任用 非常勤職員 非常勤講師 5年

任用 非常勤職員 非常勤講師資格審査 30年

能率 研修 職員研修　学内外 3年

能率 栄典・表彰 永年勤続者表彰 10年

能率 栄典・表彰 叙位・叙勲 30年

能率 栄典・表彰 褒章 30年

能率 名誉教授 名誉教授 30年

服務 勤務時間・休暇 勤務時間の割振り変更簿 3年

服務 勤務時間・休暇 異動者の休暇等の使用状況報告 3年

服務 勤務時間・休暇 休暇簿 3年

服務 勤務時間・休暇 教育補助業務整理簿（ＴＡ・ＲＡ） 3年

服務 勤務時間・休暇 勤務時間割振表 3年

服務 勤務時間・休暇 出勤簿（研究員・ＴＡ・ＲＡ） 5年

服務 勤務時間・休暇 出勤簿（教員） 5年

服務 勤務時間・休暇 出勤簿（事務系職員） 5年

服務 勤務時間・休暇 出勤簿（非常勤講師） 5年

服務 職員団体 職員団体 10年

服務 分限懲戒 懲戒 30年

服務 勤務時間・休暇 超過勤務申請・命令簿 5年

服務 兼業 併任 3年

服務 兼業 兼業 3年

福利厚生 安全管理 健康管理・安全管理 5年

福利厚生 長期給付 前歴報告・異動申告 30年

福利厚生 長期給付 長期給付 30年

福利厚生 健康管理 保健衛生 5年

物品 毒物劇物 毒物及び劇物の保管・管理に関する調書 5年

文書管理 公印 公印 30年

文書管理 文書接受 特殊郵便物接受簿 5年

文書管理 文書発送 郵便切手・はがき受払簿 5年

文書管理 文書発送 郵便発送簿 5年

放射性物質 使用関係 弘前大学農学部放射性同位元素使用承認申請書 永年

放射性物質 使用関係 放射線業務従事者登録申請書 30年

放射性物質 調査・報告 放射線取扱業務 30年

放射性物質 その他 放射線同位元素 30年

法令等 制定・改正通知 海外渡航 10年

法令等 制定・改正通知 海外渡航関係通知 10年

法令等 学部内規則等 学部（学内）諸規則 30年

法令等 制定・改正通知 休暇 10年

法令等 制定・改正通知 勤務時間・休暇 10年

法令等 制定・改正通知 人事関係諸通知 10年

法令等 学部内規則等 農学生命科学部申合せ事項 30年

法令等 学部内規則等 農学部申合せ事項 30年

予算 部局予算関係 部局予算 10年

予算 概算要求関係 概算要求書 10年
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農学生命科学部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類）
保存期
間

備考

予算 予算関連調書 学内共通事業費所要額調 5年

留学生 国費留学生 留学生関係（国費） 10年
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