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1 1992年度 例規通達 例規通達等 加入促進特別表彰について 企画調査課 1993.4.1 30 2023.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

2 1992年度 例規通達 例規通達等 農業者年金事業表彰要領の一部改正について 企画調査課 1993.4.1 30 2023.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

3 1995年度 例規通達 例規通達等 「農業者年金事業における加入促進・保険料収納特別表彰実施要領」等について 企画調査課 1996.4.1 30 2026.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

4 1996年度 例規通達 例規通達等
農林水産省が行う表彰事業に係る「農業者年金事業における加入促進・保険料収納特別表彰実施要領の一部改正
について」の送付について

企画調査課 1997.4.1 30 2027.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

5 1997年度 例規通達 例規通達等 農業者年金事業特別表彰実施要領の制定について 企画調査課 1998.4.1 30 2028.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

6 1998年度 例規通達 例規通達等 農業者年金事業特別表彰実施要領の一部改正について 企画調査課 1999.4.1 30 2029.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

7 1998年度 例規通達 例規通達等 「農業者年金事業表彰要領」の制定について（平成１０年度） 企画調査課 1999.4.1 30 2029.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

8 1999年度 例規通達 例規通達等 「農業者年金事業表彰要領」の制定について（平成１１年度） 企画調査課 2000.4.1 30 2030.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

9 1991年度 関係官署 関係官署往復文書 農業者年金基金法第２０条第１項の規定に基づく業務委託の認可申請にかかる認可について 総務課 1992.4.1 30 2022.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

10 1991年度 関係官署 関係官署往復文書 平成３年度農業者年金基金法第２０条第１項の規定に基づく業務委託の認可申請について 総務課 1992.4.1 30 2022.3.31 紙 地下倉庫 企画調整室 廃棄

11 2002年度 文書 文書保存 保存文書目録 経理課 2003.4.1 30 2033.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

12 2003年度 関係官署 関係官署往復文書 計算証明書類について（平成１５年度） 経理課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

13 2017年度 関係官署 関係官署往復文書 平成３０年度償却資産申告書 経理課 2018.4.1 5 2023.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

14 2018年度 関係官署 関係官署往復文書 平成３１年度償却資産申告書 経理課 2019.4.1 5 2024.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

15 2019年度 関係官署 関係官署往復文書 令和２年度償却資産申告書 経理課 2020.4.1 5 2025.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

16 2020年度 関係官署 関係官署往復文書 令和３年度償却資産申告書 経理課 2021.4.1 5 2026.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

17 2021年度 関係官署 関係官署往復文書 令和４年度償却資産申告書 経理課 2022.4.1 5 2027.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

18 2017年度 関係官署 関係官署往復文書 平成２９年度計算証明書類 経理課 2018.4.1 5 2023.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

19 2018年度 関係官署 関係官署往復文書 平成３０年度計算証明書類 経理課 2019.4.1 5 2024.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

20 2019年度 関係官署 関係官署往復文書 令和元年度計算証明書類 経理課 2020.4.1 5 2025.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

21 2020年度 関係官署 関係官署往復文書 令和２年度計算証明書類 経理課 2021.4.1 5 2026.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

22 2021年度 関係官署 関係官署往復文書 令和３年度計算証明書類 経理課 2022.4.1 5 2027.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

23 2017年度 一般 その他 平成２９年度会計検査資料（本部） 経理課 2018.4.1 5 2023.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

24 2018年度 一般 その他 平成３０年度会計検査資料（本部） 経理課 2019.4.1 5 2024.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

25 2019年度 一般 その他 令和元年度会計検査資料（本部） 経理課 2020.4.1 5 2025.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

26 2020年度 一般 その他 令和２年度会計検査資料（本部） 経理課 2021.4.1 5 2026.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

27 2021年度 一般 その他 令和３年度会計検査資料（本部） 経理課 2022.4.1 5 2027.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

28 2017年度 一般 その他 平成２９年度物品取得請求伺 経理課 2018.4.1 5 2023.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

29 2018年度 一般 その他 平成３０年度物品取得請求伺 経理課 2019.4.1 5 2024.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

30 2019年度 一般 その他 令和元年度物品取得請求伺 経理課 2020.4.1 5 2025.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

31 2020年度 一般 その他 令和２年度物品取得請求伺 経理課 2021.4.1 5 2026.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

32 2021年度 一般 その他 令和３年度物品取得請求伺 経理課 2022.4.1 5 2027.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

33 1990年度 例規通達 例規通達等 平成２年度離農給付金支給要領の制定 給付課 1991.4.1 30 2021.3.31 紙 地下倉庫 管理課 廃棄

34 1991年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領・同細則の制定について 給付課 1992.4.1 30 2022.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄
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35 1991年度 例規通達 例規通達等 平成３年度離農給付金支給要領の一部改正について 給付課 1992.4.1 30 2022.3.31 紙 地下倉庫 管理課 廃棄

36 1991年度 例規通達 例規通達等 農業者年金業務委託費（農地売買及び管理並びに融資業務）交付要綱の一部改正について 管理課 1992.4.1 30 2022.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄 給付課から移動

37 1993年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領の一部改正について 給付課 1994.4.1 30 2024.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

38 1994年度 例規通達 例規通達等 農地等借り入れ資金借受申込書に添付する書類の簡素化について 給付課 1995.4.1 30 2025.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

39 1996年度 例規通達 例規通達等
平成８年度売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱要領及び売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事
務取扱細則の一部改正について

給付課 1997.4.1 30 2027.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

40 1996年度 例規通達 例規通達等 平成８年度離農給付金支給要領の一部改正について 給付課 1997.4.1 30 2027.3.31 紙 地下倉庫 管理課 廃棄

41 1996年度 例規通達 例規通達等
農業者年金業務委託手数料（農地等の売買・貸借及び管理並びに融資業務）交付要綱の一部改正につ
いて

管理課 1997.4.1 30 2027.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄 給付課から移動

42 1998年度 例規通達 例規通達等 平成１０年度離農給付金支給要領の一部改正について 給付課 1999.4.1 30 2029.3.31 紙 地下倉庫 管理課 廃棄

43 1999年度 例規通達 例規通達等
平成１１年度売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱要領及び売渡金債権及び貸付金債権の
管理回収事務取扱細則の一部改正について

給付課 2000.4.1 30 2030.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

44 1999年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領及び同細則の一部改正について 給付課 2000.4.1 30 2030.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

45 2001年度 例規通達 例規通達等
平成１３年度売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱要領及び売渡金債権及び貸付金債権の
管理回収事務取扱細則の一部改正について

給付課 2002.4.1 30 2032.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

46 2001年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱細則の一部改正について 給付課 2002.4.1 30 2032.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

47 2002年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の回収事務取扱要領の一部を改正する要領の制定について 給付課 2003.4.1 30 2033.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄 総務課保管

48 1971年度 関係官署 関係官署往復文書 昭和４６年度農業者年金基金法第２０条第１項の規定に基づく業務委託の認可申請について 給付課 2003.4.1 30 2033.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

49 2003年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱細則の制定について 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

50 2003年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱要領の制定について 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

51 2003年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の分類実施要領の制定について 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

52 2003年度 例規通達 例規通達等 業務委託手数料の取扱いについて 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

53 2003年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領の制定について 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

54 2003年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱細則の制定について 給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

55 2003年度 例規通達 例規通達等
独立行政法人農業者年金基金業務委託手数料（農地等の売買・貸借及び管理並びに融資業務）交付要
綱

給付課 2004.4.1 30 2034.3.31 紙 事務室 管理課 廃棄

56 2004年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務取扱要領の一部改正について 給付課 2005.4.1 30 2035.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

57 2004年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の償却に関する基準の制定について 給付課 2005.4.1 30 2035.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

58 2005年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領の一部改正について 給付課 2006.4.1 30 2036.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

59 2005年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務処理要領等の一部改正について 給付課 2006.4.1 30 2036.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

60 2010年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の償却に関する基準の一部改正について 給付課 2011.4.1 30 2041.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

61 2010年度 例規通達 例規通達等 農地等の借受・貸付および管理事務取扱要領の一部改正について 給付課 2011.4.1 30 2041.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

62 2012年度 例規通達 例規通達等
売渡金債権及び貸付金債権の資産査定要領、売渡金債権及び貸付金債権の資産査定事務処理要領、
売渡金債権及び貸付金債権の引当に関する基準の制定について

給付課 2013.4.1 30 2043.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

63 2015年度 例規通達 例規通達等 売渡金債権及び貸付金債権の管理回収事務処理要領の一部改正について 給付課 2016.4.1 30 2046.3.31 紙 事務室 給付課 廃棄

64 2013年度 一般 その他 平成２５年度契約監視委員会に関する文書 考査 2014.4.1 10 2024.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

65 2012年度 一般 諸規定・細則 独立行政法人農業者年金基金考査指導要綱の改正に関する文書 考査 2013.4.1 30 2043.3．31 紙 事務室 考査 廃棄

66 2013年度 一般 諸規定・細則 独立行政法人農業者年金基金考査指導要綱の改正に関する文書 考査 2014.4.1 30 2044.3．31 紙 事務室 考査 廃棄

67 2013年度 一般 諸規定・細則 独立行政法人農業者年金基金考査指導要領の改正に関する文書 考査 2014.4.1 30 2044.3．31 紙 事務室 考査 廃棄

68 2014年度 一般 諸規定・細則 独立行政法人農業者年金基金監査規程の制定に関する文書 考査 2015.4.1 30 2045.3．31 紙 事務室 考査 廃棄
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69 2014年度 一般 諸規定・細則 独立行政法人農業者年金基金内部監査規程の改正に関する文書 考査 2015.4.1 30 2045.3．31 紙 事務室 考査 廃棄

70 2014年度 一般 その他 平成２６年度契約監視委員会に関する文書 考査 2015.4.1 10 2025.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

71 2015年度 一般 その他 平成２７年度契約監視委員会に関する文書 考査 2016.4.1 10 2026.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

72 2016年度 一般 その他 平成２８年度契約監視委員会に関する文書 考査 2017.4.1 10 2027.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

73 2017年度 一般 その他 平成２９年度契約監視委員会に関する文書 考査 2018.4.1 10 2028.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

74 2018年度 一般 その他 平成３０年度契約監視委員会に関する文書 考査 2019.4.1 10 2029.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

75 2019年度 一般 その他 令和元年度契約監視委員会に関する文書 考査 2020.4.1 10 2030.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

76 2020年度 一般 その他 令和2年度契約監視委員会に関する文書 考査 2021.4.1 10 2031.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

77 2021年度 一般 その他 令和3年度契約監視委員会に関する文書 考査 2022.4.1 10 2032.3.31 紙 事務室 考査 廃棄

78 2017年度 一般 その他 平成２９年度会計機関事務引継報告 経理課 2018.4.1 5 2023.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

79 2018年度 一般 その他 平成３０年度会計機関事務引継報告 経理課 2019.4.1 5 2024.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

80 2019年度 一般 その他 令和元年度会計機関事務引継報告 経理課 2020.4.1 5 2025.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

81 2020年度 一般 その他 令和２年度会計機関事務引継報告 経理課 2021.4.1 5 2026.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄

82 2021年度 一般 その他 令和３年度会計機関事務引継報告 経理課 2022.4.1 5 2027.3.31 紙 事務室 経理課 廃棄


