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2001 調査及び研究 共通 業務方法書に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 共通 業務方法書に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 共通 業務方法書に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 共通 業務方法書に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 共通 中期目標に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 共通 中期目標に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 共通 中期目標に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 共通 中期計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 共通 年度計画に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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2010 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 共通 法人の評価に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 共通 異議申し立てに関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 一般 他に該当しない調査及び研究に関する事務又は業務に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 一般 他に該当しない調査及び研究に関する事務又は業務に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 一般 諸会議に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 一般 諸会議に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 一般 諸会議に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 一般 諸会議に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 一般 諸会議に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 一般 研究に係わる各種委員会に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 一般 研究に係わる各種委員会に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 法規 法令に関する通知等文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 法規 法令に関する通知等文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 法規 法令に関する通知等文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 法規 法令に関する通知等文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 法規 法令に関する通知等文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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2011 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 文書 文書原簿 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 HDD 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 企画調整 研究の企画、調整に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 研究の企画、調整に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 研究の企画、調整に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 研究の企画、調整に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 研究の企画、調整に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 調査及び研究に関する通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 調査及び研究に関する通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 調査及び研究に関する通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1985 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1986 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1987 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1988 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1989 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1990 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1991 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1992 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1993 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1994 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1995 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1996 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1997 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1998 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1999 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2000 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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2006 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 知的財産権の管理に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2009 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 知的財産権の実施許諾に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 企画調整 登録補償金・実施補償金に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 企画調整 登録補償金・実施補償金に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 登録補償金・実施補償金に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 知的財産権に関する軽微な文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 知的財産権に関する軽微な文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1985 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1986 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1987 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1988 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1989 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1990 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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1991 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1992 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1993 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1994 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1995 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1996 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1997 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1998 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1999 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2000 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく報告、記録等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく報告、記録等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく報告、記録等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく報告、記録等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 法令等に基づく報告、記録等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 企画調整 ラジオアイソトープ施設の利用に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 企画調整 ラジオアイソトープ施設の利用に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 企画調整 ラジオアイソトープ施設の利用に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究推進 研究推進に関する、通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究推進 研究推進に関する、通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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2014 調査及び研究 研究推進 研究推進に関する、通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究推進 研究計画に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究推進 研究計画に関する文書のうち重要なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究推進 研究計画に関する文書のうち軽微なもの 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1991 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1997 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1999 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2000 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 関係機関との覚書、協約に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究交流 研究交流に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究交流 研究交流に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 研究交流に関する通知、照会、回答、依頼又は報告等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 依頼出張等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 依頼研究員、技術講習生の受入に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1986 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1987 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1988 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1989 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1990 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1991 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1992 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1993 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1994 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1995 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1996 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1997 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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1998 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

1999 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2000 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2001 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2002 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2003 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2004 調査及び研究 研究交流 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究交流 共同研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究交流 共同研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 共同研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループリーダー 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究交流 受託研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 受託研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 受託出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究交流 委託研究に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 国際協力 外国人研究者の招へい、受入及び役職員の海外出張に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（推進） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究情報 情報システムの開発又は整備に関する文書 研究情報システム管理室長 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究情報 情報システムの利用・管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究情報 情報システムの利用・管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究情報 情報システムの利用・管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究情報 情報システムに関する通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 研究情報システム管理室長 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究情報 情報システムに関する通知、照会、依頼、報告等に関する文書 広報情報室情報グループ 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究情報 情報システムに関する通知、照会、依頼、報告等に関する文書 広報情報室情報グループ 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 業務運営 ほ場管理等業務の運営に関する文書 研究技術支援室長 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 研究技術支援室事務室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 業務運営 ほ場管理等業務の運営に関する文書 研究技術支援室長 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 研究技術支援室事務室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 業務運営 ほ場管理等業務の運営に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄
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2014 調査及び研究 業務運営 ほ場管理等業務の運営に関する文書 企画戦略室企画推進グループ（調整） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 企画戦略室企画推進グループ 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 広報 広報に関する通知・照会・回答・依頼・報告等に関する文書 広報情報室広報グループ 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 広報 広報に関する通知・照会・回答・依頼・報告等に関する文書 広報情報室広報グループ 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 広報 広報に関する通知・照会・回答・依頼・報告等に関する文書 広報情報室広報グループ 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書（相互利用契約等） 広報情報室情報グループ 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書（相互利用契約等） 広報情報室情報グループ 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書（相互利用契約等） 広報情報室情報グループ 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書 広報情報室情報グループ 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書 広報情報室情報グループ 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 図書管理 図書管理に関する文書 広報情報室情報グループ 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 図書管理 刊行物引用転載に関する文書 広報情報室情報グループ 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2006 調査及び研究 図書管理 刊行物引用転載に関する文書 広報情報室情報グループ 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2007 調査及び研究 図書管理 刊行物引用転載に関する文書 広報情報室情報グループ 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2008 調査及び研究 図書管理 刊行物引用転載に関する文書 広報情報室情報グループ 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 図書管理 刊行物引用転載に関する文書 広報情報室情報グループ 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 図書管理 刊行物に関する文書 広報情報室情報グループ 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 図書管理 刊行物に関する文書 広報情報室情報グループ 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 図書管理 刊行物に関する文書 広報情報室情報グループ 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 広報情報室倉庫 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(地球環境研究担

当)）
研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 ＦＤ 320号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(地球環境研究担

当)）
研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 ＦＤ 320号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(地球環境研究担

当)）
研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 ＦＤ 320号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(地球環境研究担

当)）
研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 ＦＤ 320号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(地球環境研究担

当)）
研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 ＦＤ 320号室 企画戦略室長 廃棄

2005 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域）
実施した調査・研究の成果に関する文書のうち重要なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
大気環境研究領域（フラックス変動評価チーム） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 ＨＤ 大気環境研究領域（174号室） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 研究会・検討会等資料 大気環境研究領域長 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 大気環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 研究会・検討会等資料 大気環境研究領域長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 大気環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 研究会・検討会等資料 大気環境研究領域長 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 大気環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 研究会・検討会等資料 大気環境研究領域長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 大気環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 研究会・検討会等資料 大気環境研究領域長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 大気環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄
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2014 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 160号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 160号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 160号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 160号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 160号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 175号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（大気環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 大気環境研究領域（気象研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ大気保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 B－9 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 研究会・検討会等資料 生態系計測研究領域長 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 生態系計測研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 研究会・検討会等資料 生態系計測研究領域長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 生態系計測研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 研究会・検討会等資料 生態系計測研究領域長 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 生態系計測研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 研究会・検討会等資料 生態系計測研究領域長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 生態系計測研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 研究会・検討会等資料 生態系計測研究領域長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 生態系計測研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生態系計測研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生態系計測研究領域（生態ｼｽﾃﾑ研究ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 生態系計測研究領域 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄
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2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 438号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 温室効果ガス発生制御施設 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境資源分析センター（A－5－2） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境資源分析センター（A－5－2） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境資源分析センター（A－5－2） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境資源分析センター（A－5－2） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（温室効果ｶﾞｽﾁｰﾑ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境資源分析センター（A－5－2） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 427号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 427号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 427号室 企画戦略室長 廃棄
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2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 427号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ水質保全ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 427号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌物理ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 327号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌物理ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 327号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌物理ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 327号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌物理ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 327号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（物質循環研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 物質循環研究領域（栄養塩類研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌物理ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 327号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物 質

(無機)研究、リサー チプロジェクト運営担 

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬影響軽減ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 404号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬影響軽減ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 404号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬影響軽減ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 404号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬影響軽減ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 404号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬影響軽減ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 404号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境分析センター核磁気共鳴室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境分析センター核磁気共鳴室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境分析センター核磁気共鳴室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境分析センター核磁気共鳴室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境分析センター核磁気共鳴室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 234号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 234号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 234号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 234号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 234号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 120号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 120号室 企画戦略室長 廃棄
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2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 120号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 120号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 120号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 216号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 216号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 216号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 216号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 216号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 213号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 213号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 213号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 213号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物多様性研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 213号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 研究会・検討会等資料 生物生態機能研究領域長 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 生物生態機能研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 研究会・検討会等資料 生物生態機能研究領域長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 生物生態機能研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 研究会・検討会等資料 生物生態機能研究領域長 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 生物生態機能研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 研究会・検討会等資料 生物生態機能研究領域長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 生物生態機能研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 研究会・検討会等資料 生物生態機能研究領域長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 生物生態機能研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄
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2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 114号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 114号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 114号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 114号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 114号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌微生物利用ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 418号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌微生物利用ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 418号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌微生物利用ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 418号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌微生物利用ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 418号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（有機化学研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌微生物利用ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 418号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 313号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 313号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 313号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 313号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 313号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄
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2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 314号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 314号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 314号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 314号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 314号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 238号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 238号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 238号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 238号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（農業環境ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰｾﾝﾀｰ微生物分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 238号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域（微生物・小動物研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ微生物生態ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 308号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（生物生態機能研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物生態機能研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 312号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ（有害化学物質

（無機）研究、リサーチプロジェクト運営担

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 358号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ（有害化学物質

（無機）研究、リサーチプロジェクト運営担

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 358号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ（有害化学物質

（無機）研究、リサーチプロジェクト運営担

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 358号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ（有害化学物質

（無機）研究、リサーチプロジェクト運営担

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 358号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ（有害化学物質

（無機）研究、リサーチプロジェクト運営担

当））

研究会・検討会等資料 研究コーディネータ 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 358号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 研究会・検討会等資料 有機化学物質研究領域長（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 有機化学物質研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 研究会・検討会等資料 有機化学物質研究領域長（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 有機化学物質研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 研究会・検討会等資料 有機化学物質研究領域長（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 有機化学物質研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 研究会・検討会等資料 有機化学物質研究領域長（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 有機化学物質研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 研究会・検討会等資料 有機化学物質研究領域長（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ長） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 有機化学物質研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 A－7号棟 企画戦略室長 廃棄
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2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 A－7号棟 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 A－7号棟 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 A－7号棟 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 A－7号棟 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 有機化学物質研究領域 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 有機化学物質研究領域 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 有機化学物質研究領域 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 有機化学物質研究領域 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄
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2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ環境化学物質分析研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 118号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 A-17 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 509号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄
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2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（ﾀﾞｲｵｷｼﾝﾁｰﾑ長） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 503号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 512号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 512号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 512号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 512号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域（有機化学物質研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ農薬動態評価ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 512号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 生物多様性研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄
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2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄
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2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 514号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 有機化学物質研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（有機化学物質研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究コーディネータ 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境化学物質分析施設 （A39） 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 研究会・検討会等資料 土壌環境研究領域長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 土壌環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 研究会・検討会等資料 土壌環境研究領域長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 土壌環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 研究会・検討会等資料 土壌環境研究領域長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 土壌環境研究領域長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 225号室 企画戦略室長 廃棄
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2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 225号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 225号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 326号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 326号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 326号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 326号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 326号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 A－5－2 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 A－5－2 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 A－5－2 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 A－5－2 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 A－5－2 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（重金属研究ｸﾞﾙｰﾌﾟ土壌化学ﾕﾆｯﾄ） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 338号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ放射線同位体分析研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 341号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ放射線同位体分析研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 341号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ放射線同位体分析研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 341号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ放射線同位体分析研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 341号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（土壌環境研究領域） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 土壌環境研究領域（環境化学分析ｾﾝﾀｰ放射線同位体分析研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 341号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 研究会・検討会等資料 農業環境インベントリーセンター長 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 農業環境インベントリーセンター長室 企画戦略室長 廃棄
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2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 研究会・検討会等資料 農業環境インベントリーセンター長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 農業環境インベントリーセンター長室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 研究会・検討会等資料 農業環境インベントリーセンター長 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 農業環境インベントリーセンター長室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 研究会・検討会等資料 農業環境インベントリーセンター長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 農業環境インベントリーセンター長室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 研究会・検討会等資料 農業環境インベントリーセンター長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 農業環境インベントリーセンター長室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 538-1号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 538-1号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 538-1号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 538-1号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 538-1号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 540号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 540号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 540号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 540号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 540号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（昆虫分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 環境資源分析センター機械室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（昆虫分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 環境資源分析センター機械室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（昆虫分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 環境資源分析センター機械室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（昆虫分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 環境資源分析センター機械室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（昆虫分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 環境資源分析センター機械室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 541号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 541号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 541号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 541号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 541号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 524号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 441号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 441号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 441号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 441号室 企画戦略室長 廃棄
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2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 441号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（農業環境インベントリーセンター） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 農業環境インベントリーセンター（土壌分類研究室） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 543号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物質

(有機)研究、効率化担当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物質

(有機)研究、効率化担当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物質

(有機)研究、効率化担当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物質

(有機)研究、効率化担当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究
研究一般（研究コーディネータ(有害化学物質

(有機)研究、効率化担当））

実施した調査・研究の成果に関する文書のうち軽微なもの（企画戦略室、連携推進室及び広報

情報室に提出したものを除く）
研究コーディネータ 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 HD 347号室 企画戦略室長 廃棄

2010 調査及び研究 研究一般（研究情報システム管理室） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2011 調査及び研究 研究一般（研究情報システム管理室） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2012 調査及び研究 研究一般（研究情報システム管理室） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2013 調査及び研究 研究一般（研究情報システム管理室） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2014 調査及び研究 研究一般（研究情報システム管理室） 高額機器・共用機器等の使用管理に関する文書 研究情報システム管理室長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 研究情報システム管理室 企画戦略室長 廃棄

2001 総務 共通 法人の登記に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 共通 法人の登記に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法人の登記に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 共通 法人の登記に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄



様式第10号
法人文書ファイル管理簿 23

作成・取

得年度等

分類

大分類 中分類
ファイル名（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

種類
保管場所 管理者

保存期間満

了時の措置
備考

2004 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室長 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室長 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室長 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2006年04月01日 5 2011年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2012 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 共通 法令等に基づく申請、届出等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 共通 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 通知、照会、回答、依頼、報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 監査室 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 監査室 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 会議、打合せ等に関する文書 監査室 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 各種証明書の発行に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 各種証明書の発行に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 式辞、弔辞、祝辞及びあいさつに関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 式辞、弔辞、祝辞及びあいさつに関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2005 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 一般 文書ファイル管理簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 一般 情報公開に係る開示請求又は開示決定等に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 財務管理室用度グループリーダー 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 法規 法令の解釈又は運用についての通達、照会又は回答に関する文書 監査室 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループリーダー 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法令に関する通知等文書 財務管理室用度グループリーダー 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法令に関する通知等文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 法規 法令に関する通知等文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2004 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（専門職） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（専門職） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室長 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 法人規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1986 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1987 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1990 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1995 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1996 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1998 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1999 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2004 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（専門職） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループ（専門職） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 法規 内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 文書 文書管理に関する通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 文書 文書管理に関する通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 文書 法人文書の廃棄に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 文書 法人文書の廃棄に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 文書 法人文書の廃棄に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 文書 法人文書の廃棄に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 文書 法人文書の廃棄に関する文書 総務管理室庶務グループリーダー 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1986 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1987 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1988 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1989 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1990 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1991 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1992 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1993 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1994 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1995 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄
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1996 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1997 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1998 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1999 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2000 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2001 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2002 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2003 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2004 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2005 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2006 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2007 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2008 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2010 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2011 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日
紙及びHD

D
総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 HDD 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 文書 文書原簿 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 HDD 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2001 総務 文書 公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 文書 公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 総務管理室庶務グループ（文書担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 勤務時間 職員の勤務時間に関する帳簿帳票類 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2011 総務 勤務時間 職員の勤務時間に関する帳簿帳票類 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 勤務時間 職員の勤務時間に関する帳簿帳票類 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 勤務時間 職員の勤務時間に関する帳簿帳票類 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 勤務時間 職員の勤務時間に関する帳簿帳票類 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 管理運営 自動車等の運行管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（庶務担当） 2015年04月01日 1 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 人事に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 人事に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 人事に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 人事に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1986 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄



様式第10号
法人文書ファイル管理簿 29

作成・取

得年度等

分類

大分類 中分類
ファイル名（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

種類
保管場所 管理者

保存期間満

了時の措置
備考

1987 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1988 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1990 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1995 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1996 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1998 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1999 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 人事 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 任用に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 職員の採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 女性の採用及び女性職員の登用拡大計画に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 契約職員の雇用等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2011 総務 人事 契約職員の雇用等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 契約職員の雇用等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 契約職員の雇用等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 契約職員の雇用等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1986 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1987 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1988 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1990 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1995 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1996 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1998 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1999 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2014 総務 人事 昇給、昇格等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 研究職員等に係る採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 研究職員等に係る採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 研究職員等に係る採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 研究職員等に係る採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 人事 研究職員等に係る採用・給与等審査委員会に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 人件費に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 諸手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 諸手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 諸手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 人事 諸手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 諸手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 退職手当に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1986 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1987 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1988 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1989 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1990 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1991 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1992 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1993 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1994 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1995 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1996 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1997 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

1998 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄
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1999 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2000 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2001 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2002 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2003 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2004 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2005 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2006 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2007 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2008 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2011 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 総務管理室事務室及び書類保管庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 人事 人事記録及びその付属書類（履歴事項の補正に関する文書等） 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1986 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1987 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1988 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1990 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1995 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1996 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1998 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1999 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 人事 組織・定員に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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1994 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（人事担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 人事 懲戒等に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 書類保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 各種調査に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 各種調査に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 兼業の承認に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 兼業の承認に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 兼業の承認に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 兼業の承認に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 兼業の承認に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 委嘱又は応嘱に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 苦情相談に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 苦情相談に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 苦情相談に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 苦情相談に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 倫理に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 講演等の報酬届 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 講演等の報酬届 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 講演等の報酬届 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 講演等の報酬届 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 研修に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 研修に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 研修に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2012 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 研究所が行う表彰に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち重要なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 研究所以外の者が行う表彰に関する文書のうち軽微なもの 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 叙位、叙勲、褒賞に関する文書 総務管理室職員管理グループ（職員管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2010 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2011年04月01日 30 2041年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 労働組合との協定及び協約に関する文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 職員管理 労働組合に関するその他の文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 職員管理 労働組合に関するその他の文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 職員管理 労働組合に関するその他の文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 職員管理 労働組合に関するその他の文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 職員管理 労働組合に関するその他の文書 総務管理室職員管理グループリーダー 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 共済組合の長期給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 共済組合の長期給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 共済組合の長期給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 共済組合の短期給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 共済組合の短期給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 共済組合の貸付金に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 共済組合の貸付金に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 共済組合の掛金払込に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 共済組合の掛金払込に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 共済組合の掛金払込に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 組合員の異動報告書に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 組合員の異動報告書に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 組合員の異動報告書に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 標準報酬に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 標準報酬に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 標準報酬に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 任意継続組合員に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 任意継続組合員に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 任意継続組合員に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 組合員の動態統計調査の実施に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 共済組合個人別貸付台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1986 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1987年04月01日 30 2017年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1987 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1988 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1989年04月01日 30 2019年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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1990 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1995 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1996年04月01日 30 2026年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1996 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1997年04月01日 30 2027年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1997 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1998年04月01日 30 2028年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1998 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1999年04月01日 30 2029年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1999 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2000年04月01日 30 2030年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2001年04月01日 30 2031年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2001 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2002年04月01日 30 2032年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2002 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2003年04月01日 30 2033年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2006年04月01日 30 2036年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2008年04月01日 30 2038年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2009年04月01日 30 2039年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2010年04月01日 30 2040年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2012年04月01日 30 2042年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 30 2043年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 30 2044年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 業務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 公務員宿舎に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 公務員宿舎に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 公務員宿舎に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 国家公務員住宅事情調査に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 国家公務員住宅事情調査に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 国家公務員住宅事情調査に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 健康診断の実施に関する文書（人間ドッグを服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 健康診断の実施に関する文書（人間ドッグを服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 健康診断の実施に関する文書（人間ドッグを服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 厚生 健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2011 総務 厚生 健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服務。） 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1985 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1986年04月01日 30 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1987 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1988年04月01日 30 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1989 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1990年04月01日 30 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1990 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1991年04月01日 30 2021年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1991 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1992年04月01日 30 2022年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1992 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1993年04月01日 30 2023年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1993 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1994年04月01日 30 2024年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

1994 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 1995年04月01日 30 2025年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2003 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2004年04月01日 30 2034年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2004 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2005年04月01日 30 2035年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2007年04月01日 30 2037年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生
特定化学物質のうち特別管理物質に係る健康診断の結果に関する文書（健康診断個人票を服

務。）
総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 30 2045年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 健康管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 健康管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 資料保管庫及び総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 健康診断及び健康管理以外の安全衛生管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 健康診断及び健康管理以外の安全衛生管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 健康診断及び健康管理以外の安全衛生管理に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 安全衛生委員会に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 安全衛生委員会に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 安全衛生委員会に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 福利厚生に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 福利厚生に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 福利厚生に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）の資格の取得及び喪失に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）の資格の取得及び喪失に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）の資格の取得及び喪失に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 社会保険の給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 社会保険の給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 社会保険の給付に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2014 総務 厚生 標準報酬に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 社会保険（雇用保険を服務。）に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 財産形成貯蓄に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 財産形成貯蓄に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 財産形成貯蓄に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 厚生 財産形成貯蓄等台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 厚生 財産形成貯蓄等台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 財産形成貯蓄等台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 財産形成貯蓄等台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 財産形成貯蓄等台帳 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 厚生 厚生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 厚生 厚生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 厚生 厚生に係る通知、照会、調査、回答、報告等に関する文書 総務管理室庶務グループ（厚生担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 総務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 監査室 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 監査室 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 監査室 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 他の中分類に属さない会計関係に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 財務管理室経理グループリーダー 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 会計実地検査に関する文書 監査室 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループリーダー 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2006 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループリーダー 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（審査担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 監査室 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 監査法人の監査に関する文書 財務管理室用度グループ（施設担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 会計一般 監事監査に関する文書 財務管理室経理グループリーダー 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 監事監査に関する文書 監査室 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 監査室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2012 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 会計一般 計算証明書類に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 予算・決算 予算及び決算に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 予算・決算 予算要求に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 予算・決算 予算要求に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 予算・決算 予算要求に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 予算・決算 予算要求に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 予算・決算 予算要求に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 予算・決算 財務諸表及び決算報告書に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 予算・決算 月次決算及び年度末決算に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 経理に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 経理に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 経理に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 取引銀行の指定等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 銀行等との約定等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 銀行等との約定等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 銀行等との約定等に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 収入に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2006 総務 経理 収入に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 収入に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 収入に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 収入に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 現金の出納及び保管に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 報酬・給与に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 旅費に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2008 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 公租公課に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 経費の支払に関する文書 財務管理室経理グループ（支出担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室及び倉庫 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 振替伝票及びその付属書類 財務管理室経理グループ（審査担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2011 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 総勘定元帳 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 経理 総勘定元帳以外の経理に関する帳簿 財務管理室経理グループ（予算担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（審査担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 契約 契約に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室経理グループ（審査担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 契約 一般・指名競争参加者に対する告示、申請又は通知に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 契約 一般・指名競争参加者に対する告示、申請又は通知に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2014年04月01日 3 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 契約 一般・指名競争参加者に対する告示、申請又は通知に関する文書 財務管理室用度グループ（契約担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2006 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2007 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2008 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2009 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2014 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2014 総務 契約 契約決議書及びその附属書類 財務管理室用度グループ（契約担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2012 総務 検査・監督 検査及び監督に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2014 総務 検査・監督 検査及び監督に係る通知､調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産及び一般物品に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 3 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 固定資産及び一般物品に係る通知、調査、照会、回答又は報告等に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理理担当） 2015年04月01日 3 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 不動産以外の固定資産の処分に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 不動産以外の固定資産の処分に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 不動産以外の固定資産の処分に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 不動産以外の固定資産の処分に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 不動産以外の一般物品の処分に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2015年04月01日 5 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 固定資産の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 一般物品の貸付・借受に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 固定資産の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 一般物品の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2012年04月01日 5 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 一般物品の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2013年04月01日 5 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 一般物品の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（審査管理担当） 2011年04月01日 5 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 一般物品の寄附・譲受に関する文書 財務管理室用度グループ（審査管理担当） 2014年04月01日 5 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄
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2011 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の評価に関する文書 財務管理室経理グループ（予算担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 固定資産の減価償却に関する文書 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2000 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2001年04月01日 10 2011年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2009 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2014 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（施設管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 図面庫及び財務管理室事務室 総務管理室長 廃棄

2005 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2006年04月01日 10 2016年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2006 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2007年04月01日 10 2017年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2007 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2008年04月01日 10 2018年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2008 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2009年04月01日 10 2019年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2009 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2010年04月01日 10 2020年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2010 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2011年04月01日 10 2021年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2011 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2012年04月01日 10 2022年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2012 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2013年04月01日 10 2023年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄

2013 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2014年04月01日 10 2024年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄
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2014 総務 資産管理 固定資産の管理に関する帳簿 財務管理室用度グループ（検収管理担当） 2015年04月01日 10 2025年03月31日 紙 財務管理室事務室及び文書庫（超低温実験棟） 総務管理室長 廃棄


