
大分類 中分類

2017年度 宮崎・総務課 一般 平成２９年度技術専門職員の将来方向に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 一般 平成３０年度技術専門職員の将来方向に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 平成３１年度技術専門職員の業務の見直しに関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 令和２年度技術専門職員の業務の見直しに関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 令和3年度技術専門職員の業務の見直しに関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 一般
庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 一般
庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般
総務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書（就業
規則・労働協約）

総務課
2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 家畜改良センター規程等の制定・改廃に関する文書 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 一般 庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 一般 庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 一般 庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 一般 庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 一般 庶務課の所掌の内部規程等の制定又は改廃に関する文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 一般 内部規程に係る文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 一般 内部規程に係る文書 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 一般 内部規程に係る文書 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 一般 内部規程に係る文書 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 一般 内部規程に係る文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 平成３１年度復命書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 令和2年度復命書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 令和3年度復命書 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 一般 ネットワーク管理・情報セキュリティに関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 一般 ネットワーク管理・情報セキュリティに関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

管理者
保存期間満
了時の措置

備考

法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度等

分　　類
名　称　　（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所



大分類 中分類
管理者

保存期間満
了時の措置

備考

法人文書ファイル管理簿

作成・取
得年度等

分　　類
名　称　　（小分類） 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了日

媒体の
種別

保存場所

2019年度 宮崎・総務課 一般 ネットワーク管理・情報セキュリティに関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 出勤簿 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 出勤簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 出勤簿 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 外勤命令簿 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 外勤命令簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 外勤命令簿 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 振替等通知簿 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 振替等通知簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 振替等通知簿 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般 休暇簿 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般 休暇簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般 休暇簿 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 一般
勤務時間に関する文書（勤務時間報告・時間外勤務等管理
簿）

総務課
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 一般
勤務時間に関する文書（勤務時間報告・時間外勤務等管理
簿）

総務課
2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 一般
勤務時間に関する文書（勤務時間報告・時間外勤務等管理
簿）

総務課
2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1993年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1994年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1998年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1999年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

2000年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

2001年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2002年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2003年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2005年度 宮崎・庶務課 文書 文書原簿 庶務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 電子 事務所 総務課長 廃棄
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2019年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 電子 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 文書 文書原簿 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 電子 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 文書 書留等接受簿 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 文書 書留等接受簿 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 文書 書留等接受簿 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 文書 郵便切手受払簿 総務課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 服務 受託出張に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 服務
旅費に係る通知、照会、回答、調査(受託出張に関する文書を含
む)

総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 研修 平成３１度職能研修に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 研修 職員の研修に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 研修 職員の研修に関する文書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 研修 職員の研修に関する文書 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 厚生 平成３１年度安全衛生委員会に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 厚生 令和２年度安全衛生委員会に関する文書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 厚生 令和３年度安全衛生委員会に関する文書 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・休業
補償）

総務課
2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・休業
補償）

総務課
2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・休業
補償）

総務課
2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・休業
補償）

総務課
2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の発生報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・
休業補償給付請求）

総務課
2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の発生報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・
休業補償給付請求）

総務課
2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の発生報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・
休業補償給付請求）

総務課
2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の発生報告・認定等に関する文書（療養補償給付請求・
休業補償給付請求）

総務課
2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 厚生
労働災害の報告・認定等に関する文書（死傷病等報告・その他届
出）

総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 厚生 労働災害に関する文書 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 厚生 衛生管理者等の指名等に関する文書（産業医契約） 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄
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2020年度 宮崎・総務課 厚生 衛生管理者等の指名等に関する文書（産業医契約） 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 厚生 衛生管理者等の指名等に関する文書（産業医契約） 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 厚生 共済組合に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 厚生 共済組合に関する文書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 厚生 共済組合に関する文書 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 監査 監査に関する文書 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 監査 監査に関する文書 総務課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 監査 内部監査に係る通知、照会、回答、報告等に関する文書 総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事 平成２９年度職員希望カードに関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事 平成３０年度職員希望カードに関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 人事 令和元年度職員希望カードに関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 人事 令和２年度職員希望カードに関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 人事 令和３年度職員希望カードに関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事 平成２９年度人事評価に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事 平成３０年度人事評価に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 人事 平成３１年度人事評価に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 人事 令和２年度人事評価に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 人事 令和３年度人事評価に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事
平成２９年度技術専門職員の牧場間の人事異動の促進に関す
る文書

総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事
平成３０年度技術専門職員の牧場間の人事異動の促進に関す
る文書

総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事 平成２９年度技術専門職員の人事に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事 平成３０年度技術専門職員の人事に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 人事 任免に関する文書（４） 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1994年度 宮崎・庶務課 人事 命令録　平成２年３月～平成７年３月 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2001年度 宮崎・庶務課 人事 命令録　平成７年４月～平成１４年４月 庶務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

2002年度 宮崎・庶務課 人事 職員の任免に関する文書 庶務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2003年度 宮崎・庶務課 人事 職員の任免に関する文書 庶務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 人事 職員の任免に関する文書 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2005年度 宮崎・庶務課 人事 職員の任免に関する文書 庶務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄
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2020年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 人事 職員の任免に関する文書 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 人事 継続雇用意向調査等に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 人事 継続雇用意向調査等に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 人事 継続雇用意向調査等に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 定員外職員 非常勤職員に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 定員外職員 非常勤職員に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 定員外職員 非常勤職員に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 定員外職員 非常勤職員に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 定員外職員 非常勤職員に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 給与に関する文書（通知・報告） 総務課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 超過勤務手当予算等に関する文書 総務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 雇用保険に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 給与 雇用保険に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 雇用保険に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 給与 雇用保険に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 給与 雇用保険に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2001年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2002年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2003年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2005年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 給与 退職手当に関する文書 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 平成２９年度 賃金関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 給与 平成３０年度 賃金関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 平成３１年度 賃金関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 給与 令和２年度 賃金関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 給与 令和３年度 賃金関係 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 平成２９年度 給与口座 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 給与 平成３０年度 給与口座 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 平成３１年度 給与口座 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 給与 令和２年度 給与口座 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 給与 令和３年度 給与口座 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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2017年度 宮崎・総務課 給与 平成２９年度 基準給与簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 給与 平成３０年度 基準給与簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 平成３１年度 基準給与簿 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 給与 令和２年度 基準給与簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 給与 令和３年度 基準給与簿 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 平成２９年 職員別給与簿 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 給与 平成３０年 職員別給与簿 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 給与 平成３１年 職員別給与簿 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 給与 令和２年度 職員別給与簿 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 給与 令和３年度 職員別給与簿 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 電子 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 給与 平成２９年度 住民税関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 表彰 叙位・叙勲に関する文書 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 総務課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・庶務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 庶務課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・庶務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 庶務課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・庶務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 庶務課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 庶務課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 庶務課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 表彰 永年勤続　功労者及び優良職員表彰に関する文書 総務課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 事務所 総務課長 廃棄

2005年度 宮崎・庶務課 勤務評定 平成１７年度勤務評定に関する文書 庶務課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 勤務評定 平成１８年度勤務評定に関する文書 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 勤務評定 平成１９年度勤務評定に関する文書 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 勤務評定 平成２０年度勤務評定に関する文書 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 勤務評定 平成２１年度勤務評定に関する文書 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 勤務評定 平成２２年度勤務評定に関する文書 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 研修所倉庫 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２９年度職員団体に関する文書（一般のもの） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 労働組合 平成３０年度職員団体に関する文書（一般のもの） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 労働組合 平成３１年度職員団体に関する文書（一般のもの） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2006年度 宮崎・総務課 労働組合 平成１８年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 労働組合 平成１９年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２０年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2009年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２１年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2010年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２２年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2011年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２３年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２４年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2013年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２５年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2014年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２６年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2015年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２７年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2016年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２８年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 労働組合 平成２９年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 宮崎・総務課 労働組合 平成３０年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 労働組合 平成３１年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 労働組合 令和２年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 労働組合 令和３年度職員団体に関する文書（重要なもの） 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 予算配布関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 予算配布関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 予算配布関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 予算配布関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 予算配布関係 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 小口現金出納報告関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 小口現金出納報告関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 小口現金出納報告関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 小口現金出納報告関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 小口現金出納報告関係 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 振替伝票に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 振替伝票に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 振替伝票に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 振替伝票に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 振替伝票に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 預金口座引出に関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 預金口座引出に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 預金口座引出に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 預金口座引出に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 預金口座引出に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 月次決算 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 月次決算 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 月次決算 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 月次決算 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 月次決算 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 予算 平成２９年度 中間・期末決算関係 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 予算 平成３０年度 中間・期末決算関係 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 予算 平成３１年度 中間・期末決算関係 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 予算 令和２年度 期末決算関係 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 予算 令和３年度 期末決算関係 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 収入 平成３１年度 収入金見込額調 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 収入 令和２年度 収入金見込額調 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 収入 令和３年度 収入金見込額調 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 旅費
平成２９年度 旅費伝票（旅費請求書、旅行命令・出張計画書
等）

総務課
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 旅費
平成３０年度 旅費に関する文書（旅費伝票、旅費請求書、旅
行命令書及び出張計画届等）

総務課
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 旅費
平成３１年度 旅費に関する文書（旅費伝票、旅費請求書、旅
行命令書及び出張計画届等）

総務課
2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 旅費
旅費に関する文書（旅費伝票、旅費請求書、旅行命令書及び
出張計画届等）

総務課
2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 旅費
旅費に関する文書（旅費伝票、旅費請求書、旅行命令書及び
出張計画届等）

総務課
2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 旅費 赴任旅費に関する文書（平成２９年度） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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2018年度 宮崎・総務課 旅費 平成３０年度 赴任旅費に関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 旅費 平成３１年度 赴任旅費に関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 旅費 赴任旅費に関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 旅費 赴任旅費に関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 契約支払いに関する文書 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 契約支払いに関する文書 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度 契約支払いに関する文書 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 契約支払いに関する文書 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 契約支払いに関する文書 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 豚精液（配布） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 豚精液（配布） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３1年度 豚精液（配布） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 豚精液（配布） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 豚精液（配布） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 肉用牛売払（配布） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 肉用牛売払（配布） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度 肉用牛売払（配布） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 肉用牛売払（配布） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 肉用牛売払（廃用） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 肉用牛売払（廃用） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度 肉用牛売払（廃用） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 肉用牛売払（廃用） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 肉用牛売払（廃用） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 豚売払（配布） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 豚売払（配布） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度 豚売払（配布） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 豚売払（配布） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 豚売払（配布） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 豚売払（廃用） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 豚売払（廃用） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度 豚売払（廃用） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度 豚売払（廃用） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 豚売払（廃用） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度 その他の売払 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度 その他の売払 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度 その他の売払 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度プロパンガス 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度プロパンガス 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度プロパンガス 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度プロパンガス 総務課 2021年3月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度プロパンガス 総務課 2022年3月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度飼料（単価契約） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度飼料（単価契約） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度飼料（単価契約） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度飼料（単価契約） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄
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2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度飼料（単価契約） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 平成２９年度燃料関係（単価契約） 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 平成３０年度燃料関係（単価契約） 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 平成３１年度燃料関係（単価契約） 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2020年度 宮崎・総務課 契約 令和２年度燃料関係（単価契約） 総務課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 契約 令和３年度燃料関係（単価契約） 総務課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 契約 電気供給契約 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2018年度 宮崎・総務課 契約 電気供給契約 総務課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2019年度 宮崎・総務課 契約 電気供給契約 総務課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2017年度 宮崎・総務課 物品管理 平成２９年度固定資産（物品）綴 総務課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 物品管理 物品の取得、供用、管理及びその他処分に関する文書 総務課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１６年度不動産の取得に関する文書（１） 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１６年度不動産の取得に関する文書（２） 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１６年度不動産の取得に関する文書（３） 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 不動産管理
不動産管理に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する
文書

総務課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成４年度国有財産引継関係（広域農道）No1 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成４年度国有財産引継関係（広域農道）No2 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 広域農道に係る土地登記関係綴 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 洗出川火山砂防事業に係る牧場用地に関する綴 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成９年６月１３日国有財産（土地・立木）引継に関する文書 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 用途廃止承認申請（本省協議）（広域農道） 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成４年度　国有財産増減及び現在額報告書 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成４年度　鹿児島支場土地の所管換に関する文書 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1992年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成３～４年度　鹿児島支場国有財産の用途廃止に係る文書 庶務課 1993年4月1日 30年 2023年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1993年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成５年度国有財産増減決議書 庶務課 1994年4月1日 30年 2024年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1994年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成５～６年度　国有財産増減及び現在額報告書 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 庁舎書庫 総務課長 廃棄

1994年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成６年度国有財産増減決議書２－１ 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1994年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成６年度国有財産増減決議書２－２ 庶務課 1995年4月1日 30年 2025年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成７年度　国有財産台帳の価格改定に関する評価要領 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成７年度国有財産増減決議書１／４ 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成７年度国有財産増減決議書２／４ 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成７年度国有財産増減決議書３／４ 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1995年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成７年度国有財産増減決議書４／４ 庶務課 1996年4月1日 30年 2026年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成８年度　国有財産増減及び現在額報告書 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成８年度国有財産増減決議書（４冊の１） 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成８年度国有財産増減決議書（４冊の２） 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成８年度国有財産増減決議書（４冊の３） 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1996年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成８年度国有財産増減決議書（４冊の４） 庶務課 1997年4月1日 30年 2027年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成９年度国有財産増減及び現在額報告書 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成９年度国有財産増減決議書１／３ 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成９年度国有財産増減決議書２／３ 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1997年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成９年度国有財産増減決議書３／３ 庶務課 1998年4月1日 30年 2028年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1998年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１０年度　国有財産増減及び現在額報告書 庶務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 第一倉庫 総務課長 廃棄

1998年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１０年度国有財産増減決議書２－１ 庶務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄
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1998年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１０年度国有財産増減決議書２－２ 庶務課 1999年4月1日 30年 2029年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

1999年度 宮崎・庶務課 不動産管理 平成１１年度国有財産増減決議書 庶務課 2000年4月1日 30年 2030年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

2000年度 宮崎・庶務課 不動産管理 乾草舎設置 庶務課 2001年4月1日 30年 2031年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

2001年度 宮崎・庶務課 不動産管理 不動産の管理に関する文書 庶務課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2002年度 宮崎・庶務課 不動産管理 不動産の管理に関する文書 庶務課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 不動産管理 不動産の管理に関する文書 総務課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2003年度 宮崎・庶務課 不動産管理 固定資産（不動産）綴 庶務課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 固定資産（不動産）綴 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 宮崎森林管理署所有地購入契約に関する綴 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 検疫牛舎ほか新築その他工事設計及び契約関係綴 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2004年度 宮崎・庶務課 不動産管理 検疫牛舎関係 庶務課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 総務課長 廃棄

2007年度 宮崎・総務課 不動産管理 平成１９年度第２導入牛舎新築その他工事 総務課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2008年度 宮崎・総務課 不動産管理 平成２０年度待機豚舎その他新築工事 総務課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2021年度 宮崎・総務課 庁中管理 庁舎等の保全に関する文書 総務課 2022年4月1日 1年 2023年3月31日 紙 事務室 総務課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 種畜第一課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 種畜第一課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の改良、増殖に関するもので重要な文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 種畜第一課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 種畜第一課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の履歴、登録等に関する文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 種畜第一課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 種畜第一課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の配布及び貸付に関する文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 種畜第一課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄
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2013年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 種畜第一課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 家畜の精液及び受精卵の配布に関する文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第一課 一般 種畜検査に関する文書 種畜第一課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第一課 一般 種畜検査に関する文書 種畜第一課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 種畜検査に関する文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第一課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第一課 2022年4月1日 10年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第一課 一般 技術指導及び協力に関する文書 業務第一課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第一課 一般 技術指導及び協力に関する文書 業務第一課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第一課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の繋養計画に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2001年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2002年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2003年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2004年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2005年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2006年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2007年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2008年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2009年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄
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2010年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2011年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書（精液管理） 業務第二課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書 業務第二課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 生産物等の管理に関する文書（精液管理） 業務第二課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2001年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2002年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2003年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2004年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2005年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2006年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2007年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2008年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2009年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2010年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2011年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2021年4月1日 30年 2051年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 家畜の履歴、登録及び血液型検査に関する文書 業務第二課 2022年4月1日 30年 2052年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 一般 通知、照会、回答、依頼、報告、届出等に関する文書 業務第二課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 通知、照会、回答、依頼、報告、届出等に関する文書 業務第二課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2001年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2002年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2003年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2004年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2005年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2006年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄
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2007年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2008年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2009年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2010年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2010年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 30年 2046年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 育種素材の収集に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 家畜の能力の検定及び調査に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 家畜の能力の検定及び調査に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の能力の検定及び調査に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 家畜の増殖に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 家畜の増殖に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の増殖に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の増殖に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の改良増殖に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 30年 2047年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の改良増殖に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 30年 2048年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の改良増殖に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 30年 2049年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 家畜の改良増殖に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 30年 2050年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 その他改良増殖に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 その他改良増殖に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　種畜第二課 改良増殖 その他改良増殖に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 改良増殖 その他改良増殖に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の管理に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 家畜等の繁殖に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 家畜等の繁殖に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の繁殖に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 家畜等の繁殖に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 その他飼養管理に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 飼養管理 その他飼養管理に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 その他飼養管理に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 飼養管理 その他飼養管理に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 10年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄
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2014年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 10年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2015年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2016年4月1日 10年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2016年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2017年4月1日 10年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 配布貸付 家畜等の配布及び貸付に関する文書 業務第二課 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2001年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2002年4月1日 30年 2032年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2002年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2003年4月1日 30年 2033年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2003年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2004年4月1日 30年 2034年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2004年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2005年4月1日 30年 2035年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2005年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2006年4月1日 30年 2036年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2006年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2007年4月1日 30年 2037年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2007年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2008年4月1日 30年 2038年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2008年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2009年4月1日 30年 2039年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2009年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2010年4月1日 30年 2040年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2010年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2011年4月1日 30年 2041年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2011年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2012年4月1日 30年 2042年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2012年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2013年4月1日 30年 2043年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2013年度 宮崎　種畜第二課 調査研究 調査研究に関する文書 種畜第二課 2014年4月1日 30年 2044年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2014年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に関する文書 業務第二課 2015年4月1日 30年 2045年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に関する文書（動物実験計画） 業務第二課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 調査研究 共同調査研究に関する文書 業務第二課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に関する文書（動物実験計画） 業務第二課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 調査研究 共同調査研究に関する文書 業務第二課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 業務第二課（肉用牛）の所掌の事務処理上必要な文書 業務第二課 2022年4月1日 1年 2023年4月1日 紙 事務室 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 一般 技術指導及び協力に関する文書 業務第二課（飼料） 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2017年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に係る通知・照会・回答・報告等に関する文書 業務第二課（飼料） 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課（飼料） 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 一般 技術指導及び協力に関する文書 業務第二課（飼料） 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2018年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に係る通知・照会・回答・報告等に関する文書 業務第二課（飼料） 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課（飼料） 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に係る通知・照会・回答・報告等に関する文書 業務第二課（飼料） 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課（飼料） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2020年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に係る通知・照会・回答・報告等に関する文書 業務第二課（飼料） 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 諸会議に関する文書 業務第二課（飼料） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 調査研究 調査研究に係る通知・照会・回答・報告等に関する文書 業務第二課（飼料） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2021年度 宮崎　業務第二課 一般 飼料に関する通知、紹介、調査、回答、報告に関する文書 業務第二課（飼料） 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書庫 業務第二課長 廃棄

2019年度 宮崎・衛生課 一般 衛生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 衛生課 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2020年度 宮崎・衛生課 一般 衛生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 衛生課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2021年度 宮崎・衛生課 一般 衛生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 衛生課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2020年度 宮崎・衛生課 一般 家畜関係施設の各種届け出に関する文書 衛生課 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2021年度 宮崎・衛生課 一般 家畜関係施設の各種届け出に関する文書 衛生課 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2017年度 宮崎・衛生課 一般 家畜の治療、死亡に関する文書 衛生課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2018年度 宮崎・衛生課 一般 家畜の治療、死亡に関する文書 衛生課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2019年度 宮崎・衛生課 一般 家畜の治療、死亡に関する文書 衛生課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄
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2020年度 宮崎・衛生課 一般 家畜の治療、死亡に関する文書 衛生課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2021年度 宮崎・衛生課 一般 家畜の治療、死亡に関する文書 衛生課 2022年4月1日 5年 2027年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2017年度 宮崎・衛生課 一般 諸会議に関する文書 衛生課 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2018年度 宮崎・衛生課 一般 諸会議に関する文書 衛生課 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2019年度 宮崎・衛生課 一般 諸会議に関する文書 衛生課 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄

2020年度 宮崎・衛生課 一般 諸会議に関する文書 衛生課 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 書棚 衛生課 廃棄


