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評価
室

自己点検・
評価

自己評価 学部等自己評価書(平成16年度） 評価室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割2

評価
室

自己点検・
評価

自己評価 各学部等自己評価書(教育）(平成16年度） 評価室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

自己点検・
評価

自己評価 自己評価書(工学部）(平成16年度） 評価室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

自己点検・
評価

自己評価 各学部等自己評価書(平成17年度） 評価室 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 中期目標・中期計画・年度計画・評価結果(平成16年度） 評価室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 大学評価(平成16年度） 評価室 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 法人評価関係(平成17年度） 評価室 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価室
第三者評
価

法人評価
平成17事業年度に係る業務の実績に関する実績報告書関係綴
(平成18年度）

評価室 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割2

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成18事業年度に係る業務の実績に関する実績報告書関係綴
(平成19年度）

評価室 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割2

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成19事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間(平成16～
19事業年度）に係る業務の実績に関する実績報告書関係綴(平成

評価室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 法人評価関係綴(平成20年度） 評価室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割2

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成20事業年度に係る業務の実績に関する報告書等(平成21年
度）

評価室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成21事業年度に係る業務の実績及び中期目標期間に係る業務
の実績に関する報告書(平成22年度）

評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 第1期中期目標期間(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 第３期中期目標・中期計画関係 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成22年度実績報告書関係資料 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成23年度の実績報告書に関する手持ち資料 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成22～24事業年度における「共通の観点」に係る取組状況に関
する資料

評価室 2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成24年度の実績報告書に関する手持ち資料 評価室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成23～24年度実績報告書関係資料 評価室 2011年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成25年度実績報告書関係資料 企画評価戦略室評価係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成25年度の実績報告書に関する手持ち資料 企画評価戦略室評価係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成26年度の実績報告書関係 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成26年度の実績報告書に関する手持ち資料 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成27年度及び第２期中期目標期間の実績報告書関係 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 共通の観点（平成25年度～平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2013年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 第２期法人評価関係綴（照会事項・懇談会・説明会） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 第３期法人評価関係綴（照会事項・懇談会・説明会） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 第2期法人評価関係(学位授与機構へ提出） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割２

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成28年度実績報告書関係資料 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成29年度実績報告書関係資料
総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
平成29事業年度に係る業務の実績に関する国立大学法人評価委
員会のヒアリング手持ち資料

総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 平成30年度実績報告書関係資料
総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価 令和元年度及び第３期中期目標期間実績報告書関係資料
総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
令和元年度及び第３期中期目標期間に係る業務の実績に関する
国立大学法人評価委員会のヒアリング手持ち資料

総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
第３期法人評価　４年目（令和元年度）
学位授与機構へ提出

総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
第３期法人評価　４年目（令和元年度）
終了時評価関係

総合企画戦略部経営戦略課評価・Ｉ
Ｒ係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

法人評価
中期目標・中期計画管理システムユーザー登録申請書綴（平成28
年度）

総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

法人評価
中期目標・中期計画管理システムユーザー登録申請書綴（平成29
年度）

総合企画戦略部経営戦略課評価係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

法人評価
中期目標・中期計画管理システムユーザー登録申請書綴（平成30
年度）

総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

法人評価
中期目標・中期計画管理システムユーザー登録申請書綴（令和元
年度）

経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

認証評価 法科大学院認証評価関係(平成20年度～平成23年度） 評価室 2008年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
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備考

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価(平成20年度） 評価室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価(平成21年度） 評価室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価(平成20年度～平成23年度） 評価室 2008年度 2012/4/1 30年 2042/4/1 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 第Ⅱ期認証評価 評価室 2011年度 2012/4/1 30年 2042/4/1 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価関係（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価関係（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価関係（平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成30年度～令和２年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価関係（令和元年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成30年度～令和２年度まで合冊

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価関係（令和２年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成30年度～令和２年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価表(平成20年度） 評価室 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価表(平成21年度） 評価室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価表(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 大学現況票(平成21年度） 評価室 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 大学現況票(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 自己評価書(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

第三者評
価

認証評価 認証評価別添資料(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価関係(通知、依頼、照会等）(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価関係(通知、依頼、照会等）(平成24年度） 評価室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価関係(通知、依頼、照会等）(平成25年度） 評価室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（平成26年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員活動評価関係（令和元年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和元年度まで合冊

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価（令和元年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績評価（令和２年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

人事考課
教員業績
評価

教員業績調書（令和２年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学評価センタ-関係(企画員会、センタ-定例会議）(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学評価センタ-関係(企画員会、センタ-定例会議）(平成24年度） 評価室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学評価センタ-関係(企画員会、センタ-定例会議）(平成25年度） 評価室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

大学点検・評価連絡会(平成18年度） 評価室 2006年度 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：1０年
延長の理由：今後の評価業務の参考にする為

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学点検・評価連絡会(平成22年度） 評価室 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：５年
延長の理由：今後の評価業務の参考にする為

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学点検・評価連絡会(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学点検・評価連絡会(平成24年度） 評価室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

大学点検・評価連絡会(平成25年度） 評価室 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成26年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和27年度まで合冊

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成26年度～令和27年度まで合冊

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和30年度まで合冊

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成29年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和30年度まで合冊

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成28年度～令和30年度まで合冊
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評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（平成31年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成31年度～令和２年度まで合冊

評価
室

会議
学内会議・
委員会

自己点検・評価会議（令和２年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成31年度～令和２年度まで合冊

評価
室

機構
大学評価・
学位授与
機構

大学評価・学位授与機構(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成23年度～平成24年度は合冊

評価
室

機構
大学評価・
学位授与
機構

大学評価・学位授与機構（平成24年度） 評価室 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成23年度～平成24年度は合冊

評価
室

機構
大学評価・
学位授与
機構

大学評価・学位授与機構通知・依頼等(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会計 物品購入 大学評価センタ-(購入依頼等）(平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会計 物品購入 大学評価IRマネジメントセンタ-(購入依頼等）(平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会計 物品購入 大学評価IRマネジメントセンタ-(購入依頼等）(平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会計 物品購入 大学評価IRマネジメントセンタ-(購入依頼等）(平成31年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

会計 物品購入 大学評価IRマネジメントセンタ-(購入依頼等）(令和２年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

その他 資料 卒業生（修了生）アンケート（No.１）（No.2）（平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課評価係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

その他 資料 国立大学法人評価委員会(平成23年度） 評価室 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 平成22年度～平成23年度まで合冊

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成18年度） 総務部総務企画課 2006年度 2007/4/1
15年

2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年間
延長理由：IRで利用する基本データであり、Excelへのデータ化は完了
しているものの、調査票原本も当面残しておきたい

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成19年度） 総務部総務企画課 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間：5年間
延長理由：IRで利用する基本データであり、Excelへのデータ化は完了
しているものの、調査票原本も当面残しておきたい

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成20年度） 総務部総務企画課 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年間
延長理由：IRで利用する基本データであり、Excelへのデータ化は完了
しているものの、調査票原本も当面残しておきたい

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成23年度） 総務部総務企画課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成24年度） 総務部総務企画課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成25年度） 総務部総務課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成26年度） 企画評価戦略室（IR担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成27年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成28年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成29年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(2019年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査
文科省関
係調査

学校基本調査(2020年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 照会事項（平成29年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 照会事項（平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 照会事項（平成31年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 照会事項（令和２年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR関連文書（平成26年度） 企画評価戦略室（IR担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR推進室（平成26年度） 企画評価戦略室（IR担当） 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR関連文書（平成27年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR推進室（平成27年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR関連文書（平成28年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR推進室（平成28年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR関連文書（平成29年度）
総合企画戦略部経営戦略課（IR担
当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 IR関連文書（平成30年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

3



大分
類

中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体
の
種別

保存場所 管理者

保存
期間
満了
時の
措置

備考

庶務 総括 その他
大学評価IRマネジメントセンター・IR部門
IR部門会議・研修関連資料（平成30年度）

総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

総括 その他 大学評価IRマネジメントセンター庶務関係(2019年度） 経営戦略課評価・IR係 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

評価
室

総括 その他 大学評価IRマネジメントセンター庶務関係(2020年度） 経営戦略課評価・IR係 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

大学評価IRマネジメントセンター会議（2019年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

大学評価IRマネジメントセンター会議（2020年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 研修関連資料（2019年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 2019年度～2020年度は合冊

庶務 総括 その他 研修関連資料（2020年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 2019年度～2020年度は合冊

庶務 総括 総括 ガバナンス・コード関係（2020年度）
総合企画戦略部経営戦略課評価・IR
係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 行事 千本桜植樹関係綴 総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部倉庫
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：5年
延長の理由：引き続き今後の大学行事の参考にする為

庶務 総括 その他 雑件（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割３

庶務 総括 その他 雑件（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割２

庶務 総括 その他 雑件（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割２

庶務 総括 その他 通知・照会・回答（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割２

庶務 総括 その他 通知・照会・回答（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 分割２

庶務 総括 その他 庶務関係（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 総括 その他 庶務関係（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 総括 その他 庶務関係（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 総括 その他 庶務関係（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 総括 その他 庶務関係（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

会計 予算 その他 H28年度予算関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 予算 その他 H29年度予算関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

会計 予算 その他 H30年度予算関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

会計 予算 その他 R元年度予算関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

会計 予算 その他 R2年度予算関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

会計 物品 物品管理 固定資産等調査関係（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産等調査関係（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産等調査関係（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産等調査関係（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産等調査関係（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成17年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成25年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成26年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 固定資産･備品等管理関係(令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 人文社会科学研究科(博士後期課程）設置関係綴 総務部企画課企画係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院人文社会科学研究科比較地域文化専攻(博士後
期課程）設置計画書(正本）

総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院人文社会科学研究科比較地域文化専攻(博士後
期課程）設置計画書(抜刷）

総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院人文社会科学研究科比較地域文化専攻(博士後
期課程）設置計画書(教員の個人調書等）

総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
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庶務 組織 設置
琉球大学大学院人文社会科学研究科比較地域文化専攻(博士後
期課程）設置計画書に係る補正計画書(正本）

総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院人文社会科学研究科比較地域文化専攻(博士後
期課程）設置計画書に係る補正計画書(抜刷）

総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻(博士後期課程）設置
計画書(正本）

総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻(博士後期課程）設置
計画書(抜刷）

総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院保健学研究科保健学専攻(博士後期課程）設置
計画書(教員の個人調書等）

総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 保健学研究科(博士後期課程）設置関係綴 総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 産業経営科学科設置(事前伺）関係綴 総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学観光産業科学部設置計画書(正本） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学観光産業科学部設置計画書(抜刷） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学観光産業科学部設置計画書(教員の個人調書等） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学観光産業科学部設置計画書に係る補正計画書(正本） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学観光産業科学部設置計画書に係る補正計画書(抜刷） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書(正本） 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書(抜刷） 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書(教員の
個人調書等）

総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書に係る補
正計画書(正本）

総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書に係る補
正計画書(抜刷）

総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書に係る再
補正計画書(正本）

総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院観光科学研究科(修士課程）設置計画書に係る再
補正計画書(抜刷）

総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書(正本）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書(抜刷）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書(教員の個人調書等）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書に係る補正計画書(正本）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書に係る補正計画書(抜刷）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書に係る補正計画書(一部補正後の抜刷）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院教育学研究科高度教職実践専攻(専門職課程）
設置計画書に係る補正計画書(教員の個人調書等）

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 理工学研究科工学専攻改組関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学大学院理工学研究科工学専攻設置計画書 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
琉球大学大学院理工学研究科工学専攻設置計画に係る補正計
画書

総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学大学院理工学研究科工学専攻設置報告書 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学医学部収容定員変更関係設置計画書（正本） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学医学部収容定員変更関係設置計画書（抜刷） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学医学部収容定員変更関係設置計画書（正本） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 琉球大学医学部収容定員変更関係設置計画書（抜刷） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 平成20年度医学部収容定員増関係 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 平成21年度医学部収容定員増関係 総務部企画課企画係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 平成26年度医学部収容定員増関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 平成29年度医学部収容定員増関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 令和元年度医学部収容定員増関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置審査等関係書類綴(平成16年度） 総務部企画課企画係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置審査等関係書類綴(平成17年度） 総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置審査等関係書類綴(平成18年度） 総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
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庶務 組織 設置 設置審査等関係書類綴(平成19年度） 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成20年度） 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成21年度） 総務部企画課企画係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成22年度） 総務部企画課企画係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成23年度） 総務部企画課企画係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成24年度） 総務部総務企画課企画係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成26年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 設置計画履行状況報告書関係綴(令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 観光産業科学部設置関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 農学部設置(事前伺）関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 農学研究科設置(事前伺）関係綴 総務部総務企画課企画係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 医学研究科博士課程（事前伺）関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2012年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 教育学研究科高度教職実践専攻課程（意見伺）関係綴①～③ 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 3分冊

庶務 組織 設置 法文学部・観光産業科学部改組（事前伺）関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 廃止報告書（平成26年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 廃止報告書（平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 廃止報告書（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 廃止報告書（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 廃止報告書（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
ミッションの再定義　先行三分野提出資料（沿革・設置目的・強み・
特色）

企画評価戦略室企画戦略係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置
ミッションの再定義　全般（大学改革実行プラン・医学分野・国立大
学改革プラン）

企画評価戦略室企画戦略係 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 ミッションの再定義（工学分野） 企画評価戦略室企画戦略係 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 ミッションの再定義（教員養成分野） 企画評価戦略室企画戦略係 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 ミッションの再定義（理学分野・農学分野） 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 ミッションの再定義（人文科学分野・社会科学分野・学際分野） 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 ミッションの再定義（保健分野） 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ23年度） 総務部総務企画課企画係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ24年度） 企画評価室企画評価係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ25年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ26年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ27年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（Ｈ30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（R元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 専任教員数一覧等関係（R2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 組織 設置 組織整備関係(平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
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庶務 会議
学内会議・
委員会

企画・経営戦略会議・企画経営戦略推進本部会議関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：10年
延長理由：企画・経営戦略に関する会議資料であり、今後の参考にす
るため。

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成25年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成26年度） 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 2分冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成27年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

企画経営戦略会議（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

SDGs推進室関係（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成17年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成18年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成19年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成20年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成21年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成22年度年度計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成23年度年度計画策定関係綴 総務部総務企画課企画係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成24年度年度計画策定関係綴 総務部総務企画課企画係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成25年度年度計画策定関係綴 企画評価室企画評価係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成26年度年度計画策定関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成27年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成28年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成29年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成30年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成31年度（令和元年度）年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 令和2年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 令和3年度年度計画策定関係綴 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第二期中期目標・中期計画策定関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第二期中期目標・中期計画策定委員会関係綴 総務部企画課企画係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 3分冊

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画策定関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2014年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画変更関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画変更関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画変更関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画変更関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 第３期中期目標・中期計画変更関係綴 企画評価戦略室企画戦略係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 学長と各部局の長との意見交換（平成26年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 調査 その他 中期将来ビジョン策定関係 総合企画戦略部企画係 2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成27年度諸会議関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2015年度 2016/4/1 6年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成28年度諸会議関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度諸会議関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 4年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度諸会議関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄
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庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度諸会議関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿・時間外労働記録簿綴（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿・時間外労働記録簿綴（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿・時間外労働記録簿綴（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿等（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・休暇簿等（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出張申請書類／購入依頼（平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出張申請書類／購入依頼（平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出張申請書類／購入依頼（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出張申請書類／購入依頼（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 服務 勤務時間 出張申請書類／購入依頼（令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄  

庶務 任用
非常勤職
員

非常勤職員採用関係(平成28年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 任用
非常勤職
員

非常勤職員採用関係(平成29年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 任用
非常勤職
員

非常勤職員採用関係(平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 任用
非常勤職
員

非常勤職員採用関係(令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 任用
非常勤職
員

非常勤職員採用関係(令和2年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 文書
公印制定・
改廃

公印簿 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成29年度　監査関係／法人文書・個人情報管理関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

庶務 文書 その他 平成30年度　監査関係／法人文書・個人情報管理関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

庶務 文書 その他 令和元年度　監査関係／法人文書・個人情報管理関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

庶務 文書 その他 令和2年度　監査関係／法人文書・個人情報管理関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄 　

庶務 文書 報告関係 平成28年度　エコロジカル・キャンパス(環境活動）関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 文書 報告関係 平成29年度　エコロジカル・キャンパス(環境活動）関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 文書 報告関係 平成30年度　エコロジカル・キャンパス(環境活動）関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 文書 報告関係 令和元年度　エコロジカル・キャンパス(環境活動）関係 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（平成30年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（令和元年度） 総合企画戦略部経営戦略課企画係 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
総合企画戦略部経営戦略
課事務室

総合企画戦略部経営戦略課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
科研費実績報告書（写し）（収支決算・研究実績報告書）（平成22
年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 研究者名簿登録書綴（平成22年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2010年度 2011/4/1 10年 2021/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26・27・28年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成23年度自己点検・評価委員会（研究・国際交流） 学術国際部研究協力課長代理 2011年度 2012/4/1 11年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23,24年度で1冊（24年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成24年度自己点検・評価委員会（研究・国際交流） 学術国際部研究協力課長代理 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23,24年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成25年度自己点検・評価委員会（研究） 学術国際部研究協力課長代理 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議 総括 平成26年度研究活動上の調査委員会（附属病院） 学術国際部研究協力課長代理 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 その他 その他 平成23年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2011年度 2012/4/1 16年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成24年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成25年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2013年度 2014/4/1 14年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成26年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2014年度 2015/4/1 13年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成27年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2015年度 2016/4/1 12年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成28年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2016年度 2017/4/1 11年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊（29年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成29年度文系総合研究棟共用スペース 学術国際部研究協力課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～29年度で1冊。

庶務 研究協力 その他 決裁綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 その他 出張申請書・出張報告書綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 外部資金 その他 外部資金関係綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 工事見積・修繕依頼綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 固定資産・資産管理綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31年度URA室物品購入綴 研究推進機構研究企画室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31年度URA出張申請書綴 研究推進機構研究企画室 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 その他 H31年度戦略的研究プロジェクトセンター原議書綴り
研究推進機構戦略的研究プロジェク
トセンター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ31年度戦略的研究プロジェクトセンター購入依頼書
研究推進機構戦略的研究プロジェク
トセンター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ31年度戦略的研究プロジェクトセンター立替払請求書綴
研究推進機構戦略的研究プロジェク
トセンター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

旅行 文書 その他 Ｈ31年度戦略的研究プロジェクトセンター出張申請書・出張報告書
研究推進機構戦略的研究プロジェク
トセンター

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 外部資金公募：応募・申請（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費公募・応募（令和３年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 科研費審査員（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費審査員（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費審査員（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
競争的研究費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動
等（令和２年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公的研究費ガイドライン遵守関連（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公的研究費ガイドライン遵守関連（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公的研究費ガイドライン遵守関連（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（課題情報変更）（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（課題情報変更）（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（資金使用年度変更）（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付申請書・交付請求書・支払請求書（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 公募通知（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 実施資格確認申請書（平成29年度～令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 H29,H30,H31,R1,R2年度で1冊

庶務 研究協力 その他 実績実施状況報告書　遡及修正（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30年度で1冊

庶務 研究協力 その他 実績実施状況報告書　遡及修正（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30年度で1冊

庶務 研究協力 その他 実績実施状況報告書　遡及修正（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30年度で1冊

庶務 研究協力 その他 庶務・調査（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 内定～交付決定（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 内定～交付決定（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 報告書～額確定 ・ 返還 ・ 廃止（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 報告書～額確定 ・ 返還 ・ 廃止（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 報告書～額確定 ・ 返還 ・ 廃止（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 報告書～額確定 ・ 返還 ・ 廃止（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 e-Rad研究者名簿登録綴（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（令和元年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業　実施状況報告書・実績報告書（平成27年
度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業・収支決算報告書・収支状況報告書（平成27
年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費学内外説明会（平成29年度向け）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費学内外説明会（平成30年度向け）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費学内外説明会（平成31年度向け）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費学内外説明会（令和２年度向け）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費学内外説明会（令和３年度向け）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費審査員（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科研費審査員（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 研究開発管理システム（e-Rad）パスワード・ID設定（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究開発管理システム（e-Rad）パスワード・ID設定（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究開発管理システム（e-Rad）パスワード・ID設定（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 研究協力 その他 公的研究費ガイドライン遵守関連（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公的研究費ガイドライン遵守関連（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（課題情報変更）（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（課題情報変更）（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（課題情報変更）（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（資金使用年度変更）（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（資金使用年度変更）（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（資金使用年度変更）（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付決定後手続き（資金使用年度変更）（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 特別研究員手続き関係（令和３年度採用）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 特別研究員手続き関係（令和２年度採用）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 内定～交付決定（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 内定～交付決定（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 分担承諾書（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 分担承諾書（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 報告書～額確定 ・ 返還 ・ 廃止（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成26年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26・27・28年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26・27・28年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26・27・28年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ29・30・Ｒ1年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ29・30・Ｒ1年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成31・令和元年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ29・30・Ｒ1年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ27・28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理事前確認シート（平成31年・令和元年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理事前確認シート（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ28・29・30年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成31年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ26・27年度で一冊

庶務 研究協力 その他
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施
基準）」に基づく体制整備等の実施状況報告書等（平成27年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業（奨励研究）関係文書綴（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業（奨励研究）関係文書綴（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業・収支決算報告書・収支状況報告書（平成26
年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業関係文書綴（全３部）（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他
各種研修員・内地研修員・サバティカル綴（平成28年度～令和元
年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 H28-R1年度で1冊

庶務 研究協力 その他 公募通知（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公募通知（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 公募通知（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 次期研究者DB検討（平成27年度～　）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 支払請求書（継続分）（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
生物多様性条約・名古屋議定書に係るセミナー・植物防疫に関す
るセミナー・安全保障輸出管理説明会（平成27年度）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 武田科学振興財団平成28年度
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 転入・転出者関係綴り（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27年度で1冊

庶務 研究協力 その他
特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）及び特別研究員奨励費関係
（平成28年度採用）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）及び特別研究員奨励費関係
（平成29年度採用）

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 特別研究員手続き関係（平成31年度採用）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 研究協力 その他 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 研究協力 その他 ひらめき☆ときめきサイエンス（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 不正防止計画策定委員会関係綴
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 琉球大学内地研究員関係綴（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22-27年度で1冊

庶務 研究協力 その他 特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）応募書類（平成28年度採用）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28年度で1冊

学務 教務 研究生 令和2年度　研究生綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センター教授会（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センター教授会（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センター教授会（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度熱帯生物圏研究センター教授会・運営委員会関係綴
り

総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センター教授会・運営委員
会関係綴り

総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度熱帯生物圏研究センター教授会・運営委員会関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度熱帯生物圏研究センター立替払請求書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 研究協力 その他 平成30年度熱帯生物圏研究センター兼業許可申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度熱帯生物圏研究センター立替払請求書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センター兼業許可申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センター立替払請求書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度　博物館　出張申請書、立替払い請求書綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊理由：出張申請書と関連が多いため。

庶務 研究協力 その他 令和2年度熱帯生物圏研究センター兼業許可申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 3年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 その他 令和2年度熱帯生物圏研究センター立替払請求書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度熱帯生物圏研究センター決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 研究協力 その他 平成28年度熱帯生物圏研究センター立替払請求書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成30年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成31/令和元年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（令和2年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 10年 2032/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 旅行 旅行命令 令和2年度　博物館　出張申請書、立替払い請求書綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊理由：立替払いと関連が多いため。

会計 外部資金 その他 平成28年度外部資金関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 予算 その他 平成28年度予算関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 予算 その他 平成29年度予算関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 予算 その他 令和2年度予算関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成29年度）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 研究協力 その他 平成29年度出張依頼書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 研究協力 その他 平成29年度島嶼防災研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度臨時雇い上げ
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度出張依頼書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 研究協力 その他 平成30年度島嶼防災研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度臨時雇い上げ
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度出張依頼書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度博物館決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成31年4月1日より研究推進課所掌となる。

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度島嶼防災研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度臨時雇い上げ
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度出張依頼書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度博物館決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度島嶼防災研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度出張依頼書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 研究協力 その他 平成28年度機器分析支援センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度極低温センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度国際沖縄研究所決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度島嶼防災研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度臨時雇い上げ
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
外国人教
員等

平成28年度外国人研究員(客員分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
外国人教
員等

平成29年度外国人研究員（客員分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
外国人教
員等

平成30年度外国人研究員（客員分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
外国人教
員等

平成31（令和元）年度外国人研究員（客員分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
外国人教
員等

令和2年度外国人研究員（客員分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 平成27年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27,28年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成28年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27,28年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成29年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 平成30年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 任用 常勤職員 平成31（令和元）年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 常勤職員 令和2年度　教員人事
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用
非常勤職
員

平成28年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 任用
非常勤職
員

平成29年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 任用
非常勤職
員

平成30年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 任用
非常勤職
員

平成31（令和元）年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 任用
非常勤職
員

令和2年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 その他 平成29年度文書綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成28年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊6

庶務 旅行 旅行命令 平成29年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊7

庶務 旅行 旅行命令 平成30年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊6

庶務 旅行 旅行命令 平成31（令和元）年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊7

庶務 旅行 旅行命令 令和2年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 会議 その他
平成26年度　第35回国立大学法人等研究協力部課長会議（当番
校）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 次回当番校になった際の参考のため保存する

庶務 会議 その他 平成28年度日本学術会議九州・沖縄地区会議（当番校）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 次回当番校になった際の参考のため保存する

庶務 その他 その他 平成26年度URA導入
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成27年度東京オフィス
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～30年度で1冊

庶務 その他 その他
平成27年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省
除く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 平成28年度酒類製造免許申請
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 16,19,23,28年度で1冊　5年間の免許（次は令和3年度）

庶務 その他 その他 平成28年度東京オフィス
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～30年度で1冊

庶務 その他 その他
平成28年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省
除く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 平成29年度東京オフィス
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～30年度で1冊

庶務 その他 その他
平成29年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省
除く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 平成30年度東京オフィス
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～30年度で1冊

庶務 その他 その他 平成30年度東京オフィス利用申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 その他 その他
平成30年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省
除く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 平成31・令和元年度東京オフィス
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成31・令和元年度東京オフィス利用申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 その他 その他
平成31・令和元年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出
（文科省除く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 ホテルカードロックシステムカード発行制御部マニュアル
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2003年度 2004/4/1 18年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他
令和2年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省除
く）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 その他 その他 令和2年度総務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成28年度総務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成29年度総務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成30年度総務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成31・令和元年度総務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 調査 その他 平成30年度毎月勤労統計調査票
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30、31（R1）で1冊（まだファイル可）

庶務 調査 その他 令和2年度毎月勤労統計調査票
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30、31（R1）で1冊（まだファイル可）

庶務 文書 受託研究
令和２年度～　JST「共創の場形成支援プログラム」
資源循環型共生社会実現に向けた農水一体型
サステイナブル陸上養殖のグローバル拠点

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成27年度研究推進課規則制定・改正
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27年～1冊（29，30年度は制定・改正なし）
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庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成28年度研究推進課規則制定・改正
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27年～1冊（29，30年度は制定・改正なし）

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成31・令和元年度研究推進課規則制定・改正
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27年～1冊（29，30年度は制定・改正なし）

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

令和2年度研究推進課規則制定・改正
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27年～1冊（29，30年度は制定・改正なし）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成28年度研究推進アドバイザー会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～30年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度研究推進アドバイザー会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～30年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度研究推進アドバイザー会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～30年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成31・令和元年度研究推進アドバイザー会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 31年度～1冊

庶務 任用 その他 平成26年度URA採用関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊

庶務 任用 その他 平成27年度URA採用関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊

庶務 任用 その他 平成28年度URA採用関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊

庶務 任用 その他 平成30年度辞令（参考用）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成31・令和元年度辞令（参考用）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 Ｈ29年度戦略的研究プロジェクトセンター原議書綴り
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 Ｈ30年度戦略的研究プロジェクトセンター原議書綴り
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 Ｈ29年度寄付受入調書・資産管理
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 Ｈ29年度休日の振替変更簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 H28年度戦略的研究プロジェクセンター購入依頼書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 H28年度戦略的研究プロジェクトセンター立替払請求書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 H28年度予算振替え依頼・財務会計システムユーザー登録
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ29年度戦略的研究プロジェクトセンター購入依頼書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ29年度戦略的研究プロジェクトセンター立替払請求書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ29年度予算振替え依頼・財務会計システムユーザー登録
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ30年度戦略的研究プロジェクトセンター購入依頼書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 Ｈ30年度戦略的研究プロジェクトセンター立替払請求書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 平成30年度購入依頼・立替払
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 平成31・令和元年度購入依頼・立替払
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 令和2年度購入依頼・立替払
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

旅行 文書 その他 H28年度戦略的研究プロジェクトセンター出張申請書・出張報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

旅行 文書 その他 Ｈ29年度戦略的研究プロジェクトセンター出張申請書・出張報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

旅行 文書 その他 Ｈ30年度戦略的研究プロジェクトセンター出張申請書・出張報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他 平成28年度財務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他 平成29年度財務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他 平成30年度財務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他 平成31・令和元年度財務関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 文書 受託研究
令和２年度　購入依頼・立替払
（共創の場形成支援）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
平成30年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業【琉球大学
と北里大学ノーベル賞受賞グループとの連携による沖縄生物資源
由来創薬リード化合物探索の研究】

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
平成31・令和元年度成長分野リーディングプロジェクト創出事業
【琉球大学と北里大学ノーベル賞受賞グループとの連携による沖
縄生物資源由来創薬リード化合物探索の研究】

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

会計 外部資金 その他 平成28年度軍事防衛研究
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 その他 平成29年度軍事防衛研究
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～31・令和元年度で1冊
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会計 外部資金 その他 平成30年度軍事防衛研究
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～31・令和元年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成31・令和元年度軍事防衛研究
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～31・令和元年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成27年度間接経費執行実績報告
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26～31年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成28年度間接経費執行実績報告
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26～31年度で1冊

庶務 その他 その他 平成28年度研究者交流施設・50周年記念館
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他
平成28年度研究者交流施設・50周年記念館宿泊室使用願収入受
入決議書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成28年度研究者交流施設・50周年記念館多目的室等使用願
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成28年度研究者交流施設・50周年記念館預り金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成29年度研究者交流施設・50周年記念館
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29、30年度で1冊

庶務 その他 その他
平成29年度研究者交流施設・50周年記念館宿泊室使用願収入受
入決議書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成29年度研究者交流施設・50周年記念館多目的室等使用願
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成29年度研究者交流施設・50周年記念館預り金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27-31（R1)年度で1冊

庶務 その他 その他 平成30年度研究者交流施設・50周年記念館
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29、30年度で1冊

庶務 その他 その他
平成30年度研究者交流施設・50周年記念館宿泊室使用願収入受
入決議書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 平成30年度研究者交流施設・50周年記念館多目的室等使用願
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30、31年度で1冊

庶務 その他 その他 平成30年度研究者交流施設・50周年記念館預り金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27-31（R1)年度で1冊

庶務 その他 その他 平成31・令和元年度研究者交流施設・50周年記念館
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他
平成31・令和元年度研究者交流施設・50周年記念館宿泊室使用
願収入受入決議書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他
平成31・令和元年度研究者交流施設・50周年記念館多目的室等
使用願

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30、31年度で1冊

庶務 その他 その他 平成31・令和元年度研究者交流施設・50周年記念館預り金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27-31（R1)年度で1冊

庶務 その他 その他 令和2年度研究者交流施設・50周年記念館多目的室等使用願
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 令和2年度研究者交流施設・50周年記念館預り金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他 令和2年度研究者交流施設・50周年記念館
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 その他 その他
令和2年度研究者交流施設・50周年記念館宿泊室使用願収入受
入決議書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA 平成26年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成27年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成27年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成27年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 安全管理 組換DNA 平成27年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成28年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成28年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成28年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 安全管理 組換DNA 平成28年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成29年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成29年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成29年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成30年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成30年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成30年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成31・令和元年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明
会

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成31・令和元年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊（まだファイル可）

庶務 安全管理 組換DNA 平成31・令和元年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 31年度～
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庶務 安全管理 組換DNA 令和2年度遺伝子組換え生物等使用に関する学内説明会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA 令和2年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊（まだファイル可）

庶務 研究協力 その他 平成28年度研究不正防止（研究倫理・研究費公正執行教育)
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度研究不正防止（研究倫理・研究費公正執行教育)
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30年度で1冊

庶務 研究協力 その他 平成30年度研究不正防止（研究倫理・研究費公正執行教育）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30年度で1冊

庶務 研究協力 その他
平成31・令和元年度研究不正防止（研究倫理・研究費公正執行教
育）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 31年度～1冊

庶務 研究協力 その他 令和2年度研究推進機構・研究推進会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 平成28年度研究推進機構・研究推進会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 平成28年度若手・女性・外国人研究者支援研究費
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度研究推進機構・研究推進会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 平成29年度若手・女性・外国人研究者支援研究費
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 4年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度研究推進機構・研究推進会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 平成30年度若手・女性・外国人研究者支援研究費
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31・令和元年度研究推進機構・研究推進会議
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 平成31・令和元年度若手・女性・外国人研究者支援研究費
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 令和2年度後援財団事業
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 令和2年度宇流麻学術研究助成基金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成28年度後援財団事業
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成28年度宇流麻学術研究助成基金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成29年度後援財団事業
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成29年度地域振興研究助成
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～24・29年度で1冊

庶務 研究協力 研究助成 平成29年度宇流麻学術研究助成基金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成30年度後援財団事業
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成30年度宇流麻学術研究助成基金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成31・令和元年度後援財団事業
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成31・令和元年度宇流麻学術研究助成基金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成27年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成28年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成29年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成30年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 平成31・令和元年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 任用 その他 令和2年度人事関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成28年度休暇簿・振替
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成28年度研修承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成28年度出張申請書・謝金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成29年度休暇簿・振替
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成29年度研修申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成29年度出張申請書・謝金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成30年度休暇簿・振替
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成30年度研修申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成30年度出張申請書・謝金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成31・令和元年度休暇簿・振替
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 服務 その他 平成31・令和元年度研修承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成31・令和元年度出張申請書・謝金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 令和２年度休暇簿・振替
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 令和2年度研修承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 令和２年度出張申請書・謝金
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成27年度出勤簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成28年度出勤簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成29年度出勤簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成30年度出勤簿（教員用）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成31・令和元年度出勤簿（教員用）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 令和2年度出勤簿（教員用）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 平成28年度時間外労働等記録簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 服務 勤務時間 平成29年度時間外労働等記録簿/始業・終業時間等記録簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 15年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 服務 勤務時間 平成30年度始業・終業時間等記録簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 15年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 服務 勤務時間 平成31・令和元年度始業・終業時間等記録簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 その他 H28年度戦略的研究プロジェクトセンター勤務管理関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度亜熱帯研究棟実験機器関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度科研承諾書・申請書・決定通知書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度納品書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度マイナンバー受領簿綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度戦略的研究プロジェクトセンター原議書綴り
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H28年度休日の振替変更簿
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H29年度納品書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和２年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和２年度ヒアリング実施結果報告及びWG予備審査資料
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和２年度受託研究受入決定報告書
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 令和２年度利益相反状況に関する自己申告書(定期）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び大学病院を除
く）令和２年度

総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（令和２～３年度）

庶務 研究協力 その他 令和２年度産学連携事業関係綴り
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2021年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和２年度清掃業務完了報告書等
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和２年度本学名称使用許可申請書関係綴
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1

許認可等の
効力が消滅
する日に係る
特定日以降5

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以降5年

紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 産学連携推進係（産学連携・知的財産チーム）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和２年度購入依頼書
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和２年度調査関係（知財）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 共用研究室等利用（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和２年度共同研究受入決定報告書
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 令和２年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 旅行 旅行命令 令和２年度出張申請書
総合企画戦略部研究推進課産学連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（令和２～３年度）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度自己点検・評価委員会（研究） 総合企画戦略部研究推進課長代理 2017年度 2018/4/1 11年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29,30年度で1冊（30年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度自己点検・評価委員会（研究） 総合企画戦略部研究推進課長代理 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29,30年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成31・令和元年度自己点検・評価委員会（研究） 総合企画戦略部研究推進課長代理 2019年度 2020/4/1 11年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 31・R2年度で1冊（令和2年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 研究協力 その他
平成29年度先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導
入支援プログラム）

総合企画戦略部研究推進課長代理 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 保存期間延長

庶務 研究協力 その他
平成30年度先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導
入支援プログラム）

総合企画戦略部研究推進課長代理 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2　保存期間延長

会計 外部資金 その他 平成28年度　大学本部間接経費 総合企画戦略部研究推進課長代理 2016年度 2017/4/1 6年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～29年度で1冊（29年度分も含めて5年保存期間のため）
会計 外部資金 その他 平成29年度　大学本部間接経費 総合企画戦略部研究推進課長代理 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28～29年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成30年度　大学本部間接経費 総合企画戦略部研究推進課長代理 2018年度 2019/4/1 6年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30，31年度で1冊（31年度分も含めて5年保存期間のため）
会計 外部資金 その他 平成31・令和元年度　大学本部間接経費 総合企画戦略部研究推進課長代理 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30，31年度で1冊
会計 外部資金 その他 令和2年度　大学本部間接経費 総合企画戦略部研究推進課長代理 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成27年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成27年度動物実験自己点検・飼養保管状況点検票
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成27年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 平成27年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 安全管理 動物実験 平成28年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成28年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 平成28年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 安全管理 動物実験 平成29年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成29年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 平成29年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 安全管理 動物実験 平成30年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成30年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 平成30年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 安全管理 動物実験 平成31・令和元年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成31・令和元年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 平成31・令和元年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 安全管理 動物実験 令和2年度飼養保管施設設置承認申請書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 令和2年度動物実験結果報告書・飼養保管状況報告書
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28,29,30,31年度で1冊

庶務 安全管理 動物実験 令和2年度動物実験委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成28年度人を対象とする研究（医学系除く）倫理審査規則・委員
会発足準備WG

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度人を対象とする研究（医学系除く）倫理審査委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29,30年度で1冊　新規委員会

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度人を対象とする研究（医学系除く）倫理審査規則・委員
会発足準備WG

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度人を対象とする研究（医学系除く）倫理審査委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 29,30年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成31年度人を対象とする研究（医学系除く）倫理審査委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成28年度URA室物品購入綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成28年度URA出張申請書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成29年度URA室物品購入綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成29年度URA出張申請書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 文書 その他 平成30年度URA室物品購入綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度URA出張申請書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室（倉庫）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 会議
学内会議・
委員会

産学官連携推進機構運営委員会（平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成28年度共同研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 平成28年度ヒアリング実施結果報告及び利益相反判定書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 産学連携 平成28年度利益相反状況に関する自己申告書(定期）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31
紙・電
子

地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成29年度共同研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成29年度ヒアリング実施結果報告及び利益相反判定書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成29年度利益相反状況に関する自己申告書(定期）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31
紙・電
子

地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成30年度共同研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成30年度受託研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 平成30年度ヒアリング実施結果報告及びWG予備審査資料
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成30年度利益相反状況に関する自己申告書(定期）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31
紙・電
子

地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和元年度共同研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和元年度受託研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 令和元年度利益相反状況に関する自己申告書(定期）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31
紙・電
子

地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和元年度ヒアリング実施結果報告及びWG予備審査資料
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び附属病院を除
く）令和元年度

総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成30～令和元年度）

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び附属病院を除
く）平成30年度

総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成30～令和元年度）

庶務 服務 総括 平成30年度産学官連携部門
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 服務 総括 令和元年度産学官連携部門
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 産学官連携推進機構共用研究室等利用（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27～28年度）

庶務 研究協力 産学連携 産学官連携推進機構共用研究室等利用（令和元年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 産学官連携推進機構共用研究室等利用（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 産学官連携推進機構共用研究室等利用（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成27年度ヒアリング実施結果報告及び利益相反判定書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 6年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間：2021/3/31 延長期間：1年 利益相反承認等業務上の
参考とするため

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成30年度出張申請書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 令和元年度出張申請書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成28年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成29年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 平成30年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 令和元年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び附属病院を除
く）平成28年度

総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び附属病院を除
く）平成29年度

総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成28年度産学官連携推進機構
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 服務 総括 平成29年度産学官連携部門
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
「産学官連携推進機構」名称より変更
２冊

庶務 研究協力 産学連携 平成28年度受託研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 産学連携 平成29年度受託研究受入決定報告書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 その他 内定～交付決定（平成28年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 文書 その他 マイナンバー受領簿・受渡簿（平成28年分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30,31年度で1冊

庶務 文書 その他 マイナンバー受領簿・受渡簿（平成29年分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30,31年度で1冊
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庶務 文書 その他 マイナンバー受領簿・受渡簿（平成30年分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30,31年度で1冊

庶務 文書 その他 マイナンバー受領簿・受渡簿（平成31（令和元）年分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30,31年度で1冊

庶務 文書 その他 マイナンバー受領簿・受渡簿（令和2年度分）
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 28,29,30,31（令和元）,2年度で1冊

庶務 会議 総括 平成27年度研究活動上の調査委員会（附属病院） 総合企画戦略部研究推進課長代理 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
平成28年度先端研究基盤共用促進事業（新たな共用システム導
入支援プログラム）

総合企画戦略部研究推進課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 保存期間延長

庶務 その他 その他 平成30年度文系総合研究棟共用スペース 総合企画戦略部研究推進課長代理 2018年度 2019/4/1 12年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊（31年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 平成31年度文系総合研究棟共用スペース 総合企画戦略部研究推進課長代理 2019年度 2020/4/1 11年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊（令和2年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 その他 その他 令和2年度文系総合研究棟共用スペース 総合企画戦略部研究推進課長代理 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車運行日誌（ランディー）
熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用車運行日誌（軽トラ）
熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2020年度 2021/4/1 2年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用車運行日誌（ランディ―）
熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2020年度 2021/4/1 2年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車運行日誌（軽トラ）
熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 学内LAN接続申請書 (平成26年度より）
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 船舶関連書類 (平成22年度より）
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2020年度 2021/4/1 無期限 無期限 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年実習関連書類
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度郵便切手受払簿
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度郵便切手受払簿
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車運行日誌
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度郵便切手受払簿
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年実習関連書類
熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成18年度公印作成・廃止届 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成19年度公印作成・廃止届 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成20年度公印作成・廃止届 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成21年度公印作成・廃止届 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 研究協力 研究助成
平成22年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　調査委員会

学術国際部研究協力課長代理 2010年度 2011/4/1 12年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業最終年度から10年保管（延長するかは満了時に確認）

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成23年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成24年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成25年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成26年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成27年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成28年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 安全管理 薬品 向精神薬関係綴り（平成29年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 平成23,24,25,26,27,28,29,30,31,令和2年度で1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成23年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成24年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成25年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議･
委員会

熱帯生物圏研究センター運営委員会関係綴（平成26年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～29年度までで1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センタ-教授会（平成23年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22年度、23年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センタ-教授会（平成24年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24,25,26年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センタ-教授会（平成25年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24,25,26年度で1冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

熱帯生物圏研究センタ-教授会（平成26年度）
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24,25,26年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成22年度　教員人事
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22,23,24年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成23年度　教員人事
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22,23,24年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成24年度　教員人事
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22,23,24年度で1冊

庶務 任用 常勤職員 平成25年度　教員人事
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27,28年度で1冊
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庶務 任用 常勤職員 平成26年度　教員人事
学術国際部研究協力課共同利用施
設係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27,28年度で1冊

庶務 研究協力 その他 佐賀大学協定　シンクロトロン光 学術国際部研究協力課研究協力係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 協定書等

庶務 研究協力 研究助成
平成20年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ

学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 14年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊9（申請書5・委員会・その他・事業関連・会議）　事業最終年度か
ら10年保管

庶務 研究協力 研究助成 平成20年度ライジングスタープログラム 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 14年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3（人事関係・イベント・新聞掲載）　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成21年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　外部資金・共同研究

学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 13年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成21年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ

学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 13年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊4（交付申請・人事関係・その他・委員会）　事業最終年度から10
年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成22年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　外部資金・共同研究

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 12年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成22年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 12年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊4（交付申請・人事関係・その他・委員会）　事業最終年度から10
年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成22年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラムにおける科研費

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 12年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成 平成22年度ライジングスタープログラム（中間審査） 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 12年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成23年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　外部資金・共同研究

学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 11年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成23年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ

学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 11年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊4（交付申請・委員会・その他・人事関係）事業最終年度から10年
保管

庶務 研究協力 研究助成
平成23年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラムにおける科研費

学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 11年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成24年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　外部資金・共同研究

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成24年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊4（交付申請・人事・その他・委員会）　事業最終年度から10年保
管

庶務 研究協力 研究助成
平成24年度科学技術振興調整費（若手研究者の自立的研究環境
整備促進）　亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラムにおける科研費

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20-24年度で1冊　事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成 平成24年度ライジングスタープログラム（最終審査） 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業最終年度から10年保管

庶務 研究協力 研究助成
平成25年度亜熱帯島嶼科学研究拠点を担う若手研究者育成プロ
グラム　事後評価

学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業最終年度から10年保管

庶務 その他 その他 平成16年度酒類製造免許申請 学術国際部研究協力課研究協力係 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 16,18,23,28年度で1冊　2年間の免許
庶務 その他 その他 平成18年度酒類製造免許申請 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 16,18,23,28年度で1冊　5年間の免許
庶務 その他 その他 平成18年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～22年度で1冊
庶務 その他 その他 平成19年度研究に関する現況調査 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 その他 その他 平成19年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～22年度で1冊
庶務 その他 その他 平成20年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～22年度で1冊
庶務 その他 その他 平成21年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～22年度で1冊
庶務 その他 その他 平成22年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～22年度で1冊
庶務 その他 その他 平成23年度酒類製造免許申請 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 16,19,23,28年度で1冊　5年間の免許
庶務 その他 その他 平成23年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊
庶務 その他 その他 平成24年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊
庶務 その他 その他 平成25年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊
庶務 その他 その他 平成26年度研究活動に必要とする免許等申請及び届出（文科省 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23年度～1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成18年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成19年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成20年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成21年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成22年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成23年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成24年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成25年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

庶務 法規
部局長制
定・
改廃規則

平成26年度研究推進課規則制定・改正 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18～26年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成19年度21世紀COE取扱要領・学内規定・終了後文書 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 21年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業終了後20年保管（2029/3/31まで）
会計 外部資金 その他 平成20年度21世紀COE最終報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 事業終了後20年保管（2029/3/31まで）
会計 外部資金 その他 平成20年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成21年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成22年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成23年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成24年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊
会計 外部資金 その他 平成25年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20～25年度で1冊

21



大分
類

中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体
の
種別

保存場所 管理者

保存
期間
満了
時の
措置

備考

会計 外部資金 その他 平成26年度間接経費執行実績報告 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
26～31年度で1冊　当初保存期間2020/3/31　延長10年　　調査研究
用務に必要とするため

庶務 その他 その他 研究者交流施設・50周年記念館竣工記念式典 学術国際部研究協力課研究協力係 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 原子力
平成18年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18,19,20年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成19年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2018/3/31　延長期間10年　調査研究用務に必要とす
るため 18,19,20年度で1冊。

庶務 安全管理 原子力
平成20年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2019/3/31　延長期間10年　調査研究用務に必要とす
るため 18,19,20年度で1冊。

庶務 安全管理 原子力
平成21年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2020/3/31　延長10年　調査研究用務に必要とするた
め　21-26年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成22年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-26年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成23年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-26年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成24年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-26年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成25年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21-26年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成26年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2020/3/31 延長10年　業務で使用するため　21-26年
度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成18年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認関 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA 平成18年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2017/3/31　延長10年　調査研究用務に必要とするた
め。　18,19,20,21,22年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成18年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA 平成19年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2018/3/31　延長10年　調査研究用務に必要とするた
め　18,19,20,21,22年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成20年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2019/3/31　延長10年　調査研究用務に必要とするた
め　18,19,20,21,22年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成20年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成21年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
18,19,20,21,22年度で1冊。当初保存期間2020/3/31　延長10年　調査
研究用務に必要とするため

庶務 安全管理 組換DNA
平成21年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成22年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
22～31年度で1冊 当初保存期間2021/3/31　延長 10年 調査研究用
務に必要とするため

庶務 安全管理 組換DNA 平成22年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊2　　2012/11保存期間延長（5年→10年） 当初保存期間
2021/3/31　延長 10年 調査研究用務に必要とするため

庶務 安全管理 組換DNA 平成22年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 18,19,20,21,22年度で1冊。
庶務 安全管理 組換DNA 平成23年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊
庶務 安全管理 組換DNA 平成23年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2
庶務 安全管理 組換DNA 平成23年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊
庶務 安全管理 組換DNA 平成24年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊
庶務 安全管理 組換DNA 平成24年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2
庶務 安全管理 組換DNA 平成24年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊
庶務 安全管理 組換DNA 平成25年度遺伝子組換え生物等譲渡（提供）報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22～31年度で1冊
庶務 安全管理 組換DNA 平成25年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2
庶務 安全管理 組換DNA 平成25年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成25年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成26年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2
庶務 安全管理 組換DNA 平成26年度遺伝子組換え生物等使用実験室報告書 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～30年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成16年5月-平成18年5
月、No.507-No.595）

学術国際部研究協力課研究協力係 2004年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成18年7月-平成21年1
月、No.596-No.699）

学術国際部研究協力課研究協力係 2006年度 2007/4/1 20年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成21年1月-平成22年9
月、No.700-No.819）

学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成22年9月-平成24年3
月、No.820-No.929）

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成24年5月-平成25年9
月、No.930-No.1029）

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成25年9月-平成27年3
月、No.1030-No.1119）

学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成27年5月-平成29年3
月、No.1120-No.1219）

学術国際部研究協力課研究協力係 2015年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 動物実験 平成19年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 動物実験 平成20年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 動物実験 平成22年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 21年度は申請なし

庶務 安全管理 動物実験 平成22年度動物実験委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊2　当初保存期間：2016/3/31　延長期間：5年　　業務で使用する
ため　当初保存期間2021/3/31　延長 10年 調査研究用務に必要と
するため

庶務 安全管理 動物実験 平成23年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成23年度動物実験委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊3　当初保存期間満了日：2017/3/31　延長期間：5年　　業務で
使用するため

庶務 安全管理 動物実験 平成24年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成24年度動物実験委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊3　当初保存期間満了日：2018/3/31　延長期間：5年　　業務で
使用するため

庶務 安全管理 動物実験 平成25年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 動物実験 平成25年度動物実験委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
分冊3　当初保存期間満了日：2019/3/31　延長期間：5年　　業務で
使用するため

庶務 安全管理 動物実験 平成26年度飼養保管施設設置承認申請書 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 安全管理 動物実験 平成26年度動物実験委員会 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 安全管理 放射線
平成16年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2004年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 放射線
平成19年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 20年 2028/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2018/3/31　延長期間10年　調査研究用務に必要とす
るため。19～24年度で1冊。

庶務 安全管理 放射線
平成20年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2008年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2019/3/31　延長期間10年　調査研究用務に必要とす
るため。19～24年度で1冊。

庶務 安全管理 放射線
平成21年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 20年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2020/3/31　延長期間10年　調査研究用務に必要とす
るため。19～24年度で1冊。

庶務 安全管理 放射線
平成22年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 20年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 19～24年度で1冊。

庶務 安全管理 放射線
平成23年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 20年 2032/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 19～24年度で1冊。

庶務 安全管理 放射線
平成24年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 20年 2033/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 19～24年度で1冊。24～31年度で1冊。24年度は分冊2

庶務 安全管理 放射線
平成25年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 20年 2034/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
平成26年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 20年 2035/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 研究協力 その他 平成25年度厚生労働科学研究費補助金当公募関係綴 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 その他 平成26年度厚生労働科学研究費補助金当公募関係綴 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 その他 平成27年度厚生労働科学研究費補助金当公募関係綴 学術国際部研究協力課研究協力係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 その他 平成21年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 学術国際部研究協力課研究協力係 2009年度 2010/4/1 17年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存
庶務 研究協力 その他 平成23年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存
庶務 研究協力 その他 平成24年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 14年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存
庶務 研究協力 その他 平成25年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 13年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存
庶務 研究協力 その他 平成26年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 12年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存
庶務 研究協力 研究助成 平成23年度地域振興研究助成 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～24・29年度で1冊
庶務 研究協力 研究助成 平成24年度地域振興研究助成 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 23～24・29年度で1冊
庶務 任用 その他 平成23年度人事関係 学術国際部研究協力課研究協力係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 任用 その他 平成24年度人事関係 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 任用 その他 平成25年度人事関係 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 任用 その他 平成26年度人事関係 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 当初保存期間2020/3/31　延長5年　調査研究用務に必要とするため
庶務 服務 その他 平成19年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 服務 その他 平成22年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 服務 その他 平成23年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2010年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 服務 その他 平成24年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 平成25年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2019/3/31　延長期間10年　人事管理用務に必要とす
るため

庶務 服務 その他 平成26年度出勤簿 学術国際部研究協力課研究協力係 2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間2020/3/31　延長期間10年　人事管理用務に必要とす
るため

庶務 研究協力 その他 交付請求書（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業（補助金・基金）間接経費譲渡書（平成23年
度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業間接経費譲渡書（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業間接経費譲渡書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業間接経費譲渡書綴り（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 学術研究助成基金助成金実施状況報告書等（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 確認書（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 確認書（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 確認書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 研究成果報告書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 研究成果報告書・研究経過報告書（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 分担承諾書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理該非判定及び取引審査など（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25年度で一冊

庶務 安全管理 その他 安全保障輸出管理綴（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25年度で一冊

庶務 研究協力 その他 (JST）ReaD交換文書綴(平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施
基準）」に基づく体制整備等の実施状況報告書等（平成26年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 アドバイザー関係綴（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 科学研究費助成事業（奨励研究）関係文書綴（平成27年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業・収支決算報告書・収支状況報告書（平成24
年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 その他
科学研究費助成事業・収支決算報告書・収支状況報告書（平成25
年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
科研費に掛かる手続き関連（研究分担者変更・研究代表者所属
機関変更（転入・転出）・前倒し・繰り越し・調整金・委嘱・入金関
係）（平成26年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 研究者データベース（全３部）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊3

庶務 研究協力 その他 研究者データベース登録申請関係綴り（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 Ｈ24・25・26・27・28年度で一冊

庶務 研究協力 その他 研究分担者承諾書（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 交付申請書（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付申請書（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付申請書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付申請書（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付請求書・支払請求書（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付請求書・支払請求書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付請求書・支払請求書（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 交付内定関連手続き（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 サバティカル制度の導入検討委員会（平成29年～　）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
実施状況・実績報告書・進捗評価・期間延長・成果報告・額の確定
（平成２６年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 支払請求書（基金分）（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 支払請求書（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
受託研究員・私学研究員・専修学校研修員・公立高等専門学校研
修員・公立大学研修員・教育研修センター研修員・その他大学研
究員関係綴（平成13年度～　）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 転入・転出者関係綴り（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27年度で1冊

庶務 研究協力 その他
日本学術振興会特別研究員（特別研究員奨励費）関係文書綴（平
成25年度）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 分担承諾書（紙ファイル）（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 分担承諾書（紙ファイル）（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成23年度実績報告書等
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成23年度奨励研究文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成24年度実績報告書等
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成24年度奨励研究文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成24年度特別研究員文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成25年度実績報告書等
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成25年度奨励研究文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成25年度特別研究員文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成26年度奨励研究文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成26年度特別研究員文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 琉球大学内地研究員関係綴（平成23年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22-27年度で1冊

庶務 研究協力 その他 琉球大学内地研究員関係綴（平成24年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22-27年度で1冊

庶務 研究協力 その他 琉球大学内地研究員関係綴（平成25年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22-27年度で1冊

庶務 研究協力 その他 琉球大学内地研究員関係綴（平成26年度）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 22-27年度で1冊

庶務 研究協力 その他 特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）応募書類（平成27年度採用）
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27,28年度で1冊

庶務 研究協力 その他
特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）及び特別研究員奨励費関係
（平成25年度採用）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26年度で1冊

庶務 研究協力 その他
特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）及び特別研究員奨励費関係
（平成26年度採用）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26年度で1冊

庶務 研究協力 その他
特別研究員（DC/PD/RPD/外国人）及び特別研究員奨励費関係
（平成27年度採用）

学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成23年度科学研究費補助金文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。
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庶務 研究協力 その他 平成23年度支払請求書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成23年度特別研究員文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成24年度科学研究費補助金文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成25年度科学研究費補助金文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 平成26年度科学研究費補助事業文書綴り
学術国際部研究協力課研究協力係
（科研費担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 産学連携 平成20年度～令和元年度本学名称使用許可申請書に関する綴
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1

許認可等の
効力が消滅
する日に係る
特定日以降5

許認可等の効
力が消滅する
日に係る特定
日以降5年

紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため

庶務 研究協力 産学連携 平成17年度～株式会社沖縄TLO関係
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため

庶務 研究協力 発明・特許 「知的財産本部運営委員会」「知的財産企画会議」（平成17年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成17～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 「知的財産本部運営委員会」「知的財産企画会議」（平成18年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成17～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 「知的財産本部運営委員会」「知的財産企画会議」（平成19年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成17～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 「知的財産本部運営委員会」「知的財産企画会議」（平成20年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成17～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（出願経費等）（平成16年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成16～18年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（出願経費等）（平成17年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成16～18年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（出願経費等）（平成18年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成16～18年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成8年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

1996年度 1997/4/1 30年 2027/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成8～9年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係（平成9年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

1997年度 1998/4/1 30年 2028/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成8～9年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成20年度研究成果有体物関係綴（MTA）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成20-22年度）

庶務 研究協力 発明・特許 知的財産本部(平成16年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 知的財産本部(平成17年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 知的財産本部(平成18年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 特許出願支援申請書(平成18～19年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため

庶務 研究協力 発明・特許 特許出願支援申請書(平成20～令和元年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成19年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成19～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成20年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成19～20年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成10年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

1998年度 1999/4/1 30年 2029/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成11年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

1999年度 2000/4/1 30年 2030/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成12年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2000年度 2001/4/1 30年 2031/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成13年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成14年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成15年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2003年度 2004/4/1 30年 2034/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成16年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成17年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成18年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ３冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成19年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ３冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成20年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ３冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成16年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2004年度 2005/4/1 30年 2035/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成17年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2005年度 2006/4/1 30年 2036/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成18年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2007/4/1 30年 2037/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成19年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2007年度 2008/4/1 30年 2038/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成20年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2008年度 2009/4/1 30年 2039/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成19年3月～H23年3月）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2006年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため
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庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成23年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成24年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成24～28年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成25年度）
学術国際部研究協力課地域連携推
進室

2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成24～28年度）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成26年度自己点検・評価委員会（研究） 学術国際部研究協力課長代理 2014年度 2015/4/1 12年
2027/3/31

紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊（28年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成27年度自己点検・評価委員会（研究） 学術国際部研究協力課長代理 2015年度 2016/4/1 11年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊（28年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成28年度自己点検・評価委員会（研究） 学術国際部研究協力課長代理 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28年度で1冊

庶務 会議 総括 平成25年度研究活動上の調査委員会（医学研究科） 学術国際部研究協力課長代理 2013年度 2014/4/1 32年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊2　25,26,27年度で2冊（27年度分も含めて10年保存期間のため）
庶務 会議 総括 平成26年度研究活動上の調査委員会（医学研究科） 学術国際部研究協力課長代理 2014年度 2015/4/1 31年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27年度で2冊（27年度分も含めて10年保存期間のため）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成22-23年度発明審査委員会委員関係文書綴 学術国際部地域連携推進課 2010年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成22-令和元年度）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成24-25年度発明審査委員会委員関係文書綴 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成22-令和元年度）

庶務 研究協力 その他 平成23年度申請書 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-25年度）
庶務 研究協力 その他 平成24年度申請書 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-25年度）
庶務 研究協力 その他 平成25年度申請書 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-25年度）

庶務 研究協力 産学連携 平成23年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間：2017/3/31 延長期間：4年 利益相反承 認等業務上の
参考とするため 合冊（平成23～24年度）

庶務 研究協力 産学連携 平成24年度琉球大学利益相反マネジメント委員会関係綴 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
当初保存期間：2018/3/31 延長期間：3年 利益相反承認等業務上の
参考とするため 合冊（平成23～24年度）

庶務 研究協力 産学連携
臨床研究に係る利益相反マネジメント(医学部及び附属病院を除
く）平成23年度

学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成21～23年度）

庶務 研究協力 発明・特許 H21～特許等技術移転実施関連書類に関する綴 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 法人文書ファイルに係る案件が複数年度にまたがっているため
庶務 研究協力 発明・特許 平成21年度JST大学知的財産等支援事業について 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成21,25,29年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成21年度研究成果有体物関係綴（MTA） 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成20-22年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成22年度研究成果有体物関係綴（MTA） 学術国際部地域連携推進課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成20-22年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成23年度研究成果有体物関係綴（MTA） 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-26年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成24年度研究成果有体物関係綴（MTA） 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-26年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成25年度JST大学知的財産等支援事業について 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成21,25,29年度）
庶務 研究協力 発明・特許 平成25年度研究成果有体物関係綴（MTA） 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-26年度）
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成21年度） 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成22年度） 学術国際部地域連携推進課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成23年度） 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成24年度） 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成25年度） 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成21年度） 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ３冊
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成22年度） 学術国際部地域連携推進課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成23年度） 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成24年度） 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊
庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成25年度） 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成21年度） 学術国際部地域連携推進課 2009年度 2010/4/1 30年 2040/3/31 紙 地域創生総合研究棟 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成22年度） 学術国際部地域連携推進課 2010年度 2011/4/1 30年 2041/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成23年度） 学術国際部地域連携推進課 2011年度 2012/4/1 30年 2042/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成24年度） 学術国際部地域連携推進課 2012年度 2013/4/1 30年 2043/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成25年度） 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 30年 2044/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 購入依頼書綴り　戦略的研究プロジェクトセンター 研究推進課研究推進係 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟・研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 高圧ガス 極低温施設 高圧ガス製造施設に係る文書関係綴り 研究基盤センター 1991年度 1992/4/1 無期限 無期限 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
作成者について、申請書や検査証等に事業所名が「琉球大学　極低
温施設」とある。また、ファイル完結は旧・ 極低温センターの設立(同
年10月22日)以前である。

庶務 安全管理 高圧ガス 令和2年度液体窒素汲出簿 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 令和2年度寒剤利用者登録名簿 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 電子 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 令和元年度液体窒素汲出簿 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 極低温施設 高圧ガス製造施設 検査関係文書 研究基盤センター 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 令和元年度寒剤利用者登録名簿 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 電子 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 平成30年度液体窒素汲出簿 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
庶務 安全管理 高圧ガス 平成30年度寒剤利用者登録名簿 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 電子 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 化学物質管理システム保守関係書類（平成25年度より） 研究基盤センター 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 化学物質管理システムユーザー登録申請書 研究基盤センター 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車利用登録名簿 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度受託試験関係書類 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度廃液タンク購入申請書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度依頼分析申請書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共同研究申請書・報告書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用機器等利用料の免除申請書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用車運行日誌(トラック) 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 2年 2023/3/31 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用車運行日誌(ハイエース) 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 2年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度共用車利用登録名簿 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 2年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 文書 その他 令和元年度廃液タンク購入申請書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度受託試験関係書類 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度依頼分析申請書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度共同研究申請書・報告書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度共用機器等利用料の免除申請書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成28年度廃液タンク購入申請書 研究基盤センター 2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成29年度廃液タンク購入申請書 研究基盤センター 2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度廃液タンク購入申請書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度依頼分析申請書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度カードキー登録申請書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊7

庶務 文書 その他 平成30年度共同研究申請書・報告書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度共用機器等利用料の免除申請書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度受託試験関係書類 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成30年度大型プリンター利用申請書 研究基盤センター 2018年度 2019/4/1 3年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車運行日誌(トラック) 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙 極低温施設事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 平成31（令和元）年度共用車運行日誌(ハイエース) 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 2年 2022/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度カードキー登録申請書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和2年度大型プリンター利用申請書 研究基盤センター 2020年度 2021/4/1 3年 2024/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度カードキー登録申請書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 令和元年度大型プリンター利用申請書 研究基盤センター 2019年度 2020/4/1 3年 2023/3/31 紙
研究基盤センター事務室
（理系複合棟307室）

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成13年度公印作成・廃止届 庶務部研究協力課研究協力係 2001年度 2002/4/1 30年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成14年度公印作成・廃止届 庶務部研究協力課研究協力係 2002年度 2003/4/1 30年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 研究協力 その他 木暮セミナー関連綴り
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和２年度　科研費ニュースレター関係
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
令和２年度　内閣府　「研究協力の分析に資するデータ標準化の
推進に関するガイドライン」・エビデンスシステム（e-CSTI）関係綴

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他
令和元年度　内閣府　「研究協力の分析に資するデータ標準化の
推進に関するガイドライン」・エビデンスシステム（e-CSTI）関係綴

総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 研究分担者承諾書（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 交付申請書・交付請求書・支払請求書（平成27年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 採択された研究の研究終了日から保存期を開始する。

庶務 研究協力 その他 私学研修員等・サバティカル綴（令和２年度）
総合企画戦略部研究推進課（科研
費担当）

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成26年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成27年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成28年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成29年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成30年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

庶務 文書
公印制定・
改廃

平成31・令和元年度公印作成・廃止届
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 13年度～1冊

会計 外部資金 その他 平成28年度受託試験関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28,29年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成29年度受託試験関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26,27,28,29年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成29年度外部資金関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 その他 平成30年度外部資金関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 その他 平成31（令和元）年度外部資金関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 外部資金 その他 令和2年度外部資金関係綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度研究基盤センター決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

27



大分
類

中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体
の
種別

保存場所 管理者

保存
期間
満了
時の
措置

備考

庶務 研究協力 その他 平成29年度国際沖縄研究所決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度熱帯生物圏研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 研究協力 その他 平成30年度研究基盤センター決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度島嶼地域科学研究所決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度熱帯生物圏研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊5

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度研究基盤センター決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度島嶼地域科学研究所決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

庶務 研究協力 その他 令和2年度研究基盤センター決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度島嶼地域科学研究所決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和2年度熱帯生物圏研究センタ-決裁綴り
総合企画戦略部研究推進課共同利
用施設係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 分冊4

会計 外部資金 その他 平成29年度間接経費執行実績報告
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26～31年度で1冊

会計 外部資金 その他 平成30年度間接経費執行実績報告
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26～31年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成27年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～31・令和元年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成28年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～31・令和元年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成29年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～31・令和元年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成30年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等に係る
届出

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～31・令和元年度で1冊

庶務 安全管理 原子力
平成31・令和元年度核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
等に係る届出

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 27～31・令和元年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成27年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA
平成28年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成29年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA
平成29年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 20,21,25,27,28,29年度で1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成30年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA
平成30年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実
験計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA 平成31・令和元年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA
平成31・令和元年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣
確認実験計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA 令和2年度遺伝子組換え生物等使用実験安全委員会
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 安全管理 組換DNA
令和2年度遺伝子組換え生物等使用実験文部科学大臣確認実験
計画申請書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 30年度～1冊

庶務 安全管理 組換DNA
遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成29年3月-平成31年3
月、No.1220-No.1349）

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 組換DNA 遺伝子組換え生物等使用実験計画書(平成31年4月-、No.1350-）
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 研究期間の延長があるものは注意すること

庶務 安全管理 放射線
平成27年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 20年 2036/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
平成28年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 20年 2037/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
平成29年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 20年 2038/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
平成30年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 20年 2039/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
平成31・令和元年度放射性同位元素等による放射線障害の防止
に関する法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 20年 2040/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 安全管理 放射線
令和2年度放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する
法律等に係る文書

総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2020年度 2021/4/1 20年 2041/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 24年度～1冊

庶務 研究協力 その他 平成27年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2015年度 2016/4/1 11年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存

庶務 研究協力 その他 平成28年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存

庶務 研究協力 その他 平成29年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 9年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存

庶務 研究協力 その他 平成30年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2018年度 2019/4/1 8年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存

庶務 研究協力 その他 平成31・令和元年度亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 作成年度にかかわらず2027/3/31まで保存

庶務 文書 その他 H29年度亜熱帯研究棟実験機器関係
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 文書 その他 H29年度科研承諾書・申請書・決定通知書綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 文書 その他 H29年度マイナンバー受領簿綴
総合企画戦略部研究推進課研究推
進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
亜熱帯島嶼科学拠点研究
棟　研究企画室

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議 総括 平成27年度研究活動上の調査委員会（医学研究科） 総合企画戦略部研究推進課長代理 2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 25,26,27年度で2冊
会計 外部資金 その他 平成31・令和元年度間接経費執行実績報告 総合企画戦略部研究推進係 2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 研究推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 26～31年度で1冊

庶務 研究協力 その他 平成28年度機構事業関係綴り
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 2冊

庶務 研究協力 その他 平成28年度産学官連携部門連絡会
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度機構事業関係綴り
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 2冊

庶務 研究協力 その他 平成29年度産学官連携部門連絡会
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度機構事業関係綴り
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度産学官連絡会
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 令和元年度機構事業関係綴り
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 3冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(出願経費等）(令和元年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 ２冊

庶務 研究協力 発明・特許 発明・特許関係(令和元年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 発明・特許 発明審査委員会綴(令和元年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 平成28年度購入依頼書（産学官連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 平成29年度購入依頼書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 平成30年度購入依頼書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

予算 文書 その他 令和元年度購入依頼書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議･
委員会

平成28年度地域連携推進機構産学官連携部門会議
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議･
委員会

平成29年度地域連携推進機構産学官連携部門会議
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議･
委員会

平成30年度地域連携推進機構産学官連携部門会議
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議･
委員会

令和元年度地域連携推進機構産学官連携部門会議
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成26-27年度発明審査委員会委員関係文書綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成22-令和元年度）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成28-29年度発明審査委員会委員関係文書綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成22-令和元年度）

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30-令和元年度発明審査委員会委員関係文書綴
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成22-令和元年度）

庶務 研究協力 その他 平成26年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成26-27年度）

庶務 研究協力 その他 平成27年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成26-27年度）

庶務 研究協力 その他 平成28年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成28年度調査関係（知財）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成28-令和元年度）

庶務 研究協力 その他 平成29年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成29年度調査関係（知財）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成28-令和元年度）

庶務 研究協力 その他 平成30年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 その他 平成30年度調査関係（知財）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成28-令和元年度）

庶務 研究協力 その他 令和元年度申請書
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄
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庶務 研究協力 その他 令和元年度調査関係（知財）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成28-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成26年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成23-26年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成27年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成28年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成29年度JST大学知的財産等支援事業について
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成21,25,29年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成29年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 平成30年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 令和元年度研究成果有体物関係綴（MTA）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成27-令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(令和元年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成29～令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成24～28年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2015年度 2016/4/1 30年 2046/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成24～28年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成24～28年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成29～令和元年度）

庶務 研究協力 発明・特許 発明届出書綴(平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産
学連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 合冊（平成29～令和元年度）

庶務 旅行 旅行命令 平成28年度出張申請書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地
域連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成29年度出張申請書（産学官連携部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地
域連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成28年度熱帯生物圏研究センター西表研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成29年度熱帯生物圏研究センター西表研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成30年度熱帯生物圏研究センター西表研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31
紙・電
子

熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センター西表研究施設預り
金関係綴り

熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 電子
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他 令和2年度熱帯生物圏研究センター西表研究施設預り金関係
熱帯生物圏研究センター西表研究
施設

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 電子
熱帯生物圏研究センター西
表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流
事業

平成28年度　熱帯生物圏研究センター利用申請書
熱帯生物圏研究センター瀬底･西表
研究施設

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底･西表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 各施設1冊

庶務 研究協力
学術交流
事業

平成29年度　熱帯生物圏研究センター利用申請書
熱帯生物圏研究センター瀬底･西表
研究施設

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底･西表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 各施設1冊

庶務 研究協力
学術交流
事業

平成30年度　熱帯生物圏研究センター利用申請書
熱帯生物圏研究センター瀬底･西表
研究施設

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底･西表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 各施設1冊

庶務 研究協力
学術交流
事業

平成31（令和元）年度　熱帯生物圏研究センター利用申請書
熱帯生物圏研究センター瀬底･西表
研究施設

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底･西表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 各施設1冊

庶務 研究協力
学術交流
事業

令和2年度　熱帯生物圏研究センター利用申請書
熱帯生物圏研究センター瀬底･西表
研究施設

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底･西表研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄 各施設1冊

会計 その他 その他
平成28年度熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成29年度熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成30年度熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設預り金関係綴
り

熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

会計 その他 その他
平成31（令和元）年度熱帯生物圏研究センター瀬底研究施設預り
金関係綴り

熱帯生物圏研究センター瀬底研究
施設

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
熱帯生物圏研究センター瀬
底研究施設

総合企画戦略部研究推進課課長 廃棄

庶務
中間目標
中間計画

総括 第三期中期目標・中期計画
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2014年度 未完 10年 未完 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務
中間目標
中間計画

学内会議 社会連携に関する自己点検・評価委員会
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 未完 10年 未完 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 庶務 総括
戦略的地域連携推進経費
地域協働プロジェクト推進経費事業

総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 未完 5年 未完 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 行事 総括 令和元年度大学70周年記念事業地域連携企画展関係
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 未完 10年 未完 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 平成28年度地域連携推進機構運営会議
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 平成29年度地域連携推進機構運営会議
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 平成30年度地域連携推進機構運営会議
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 令和元年度地域連携推進機構運営会議
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 会議 学内会議 2020地域連携推進機構運営会議
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成28年度地域連携推進機構　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成29年度地域連携推進機構　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成30年度地域連携推進機構　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 令和元年度地域連携推進機構　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 文書 総括 2020地域連携推進機構　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

30



大分
類

中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期

保存期間の
起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体
の
種別

保存場所 管理者

保存
期間
満了
時の
措置

備考

庶務 会議 学内会議 平成28年度地域連携推進機構　地域連携企画室会議
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 平成29年度地域連携推進機構　地域連携企画室会議
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 令和元年度地域連携推進機構　地域連携企画室会議
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 2020地域連携推進機構　地域共創企画室会議
総合企画戦略部地域連携推進課地
域連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成28年度地域連携企画室　決裁文書・会議資料等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成29年度地域連携企画室　決裁文書・会議資料等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成30年度地域連携企画室　決裁文書・会議資料等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 令和元年度地域連携企画室　決裁文書・会議資料等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 2020地域共創企画室　決裁文書・会議資料等
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成28年度地域連携推進課　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成29年度地域連携推進課　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成30年度地域連携推進課　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 令和元年度地域連携推進課　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 文書 総括 2020地域連携推進課　決裁文書等
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 会議 学内会議 地域連携推進会議（平成28年度～平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【記載修正】合冊2

庶務 会議 学内会議 平成30年度地域連携推進会議
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 令和元年度地域連携推進会議
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学内会議 2020地域連携推進会議
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 組織 総括 平成27年度地域連携推進機構の発足関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 答申から規則制定等含む

庶務 会議 学外会議 平成23年度沖縄人財創成懇談会
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2011年度 2012/4/1 13年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会（平成25年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2013年度 2014/4/1 11年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間:6年
再延長理由：会議、業務運営上の参考とするため

庶務 会議 学外会議 沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会（平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：5年
延長理由：会議、業務運営上の参考とするため

庶務 会議 学外会議 沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会（平成27年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2015年度 2016/4/1 9年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2016年度 2017/4/1 8年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2017年度 2018/4/1 7年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 令和元年度沖縄産学官協働人材育成円卓会議・懇談会
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙
地域連携推進課事務室

総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 連携協定関係（平成18年度～平成23年度）
学術国際部研究協力課地域連携推進
室

2006年度 2012/4/1 13年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2017年3月31日
延長期間：8年
再延長理由：協定等事務処理上の参考とするため
【記載修正】合冊（H18～23年度）

庶務 研究協力 産学連携 包括連携協定関係（平成26年度～平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2014年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【記載修正】合冊（H26～29年度）

庶務 研究協力 産学連携 包括連携協定関係（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 産学連携 包括連携協定関係（令和元年度～）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 合冊

会計 謝金 総括 平成29年度アクティブ･シンクタンク謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成30年度アクティブ･シンクタンク謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 令和元年度アクティブ･シンクタンク謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 2020アクティブ･シンクタンク謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・年休簿（平成28年）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・年休簿（平成29年）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿・年休簿（平成30年）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 令和元年度出勤簿・休暇簿等
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 2020出勤簿・休暇簿等
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・勤労統計調査（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・勤労統計調査（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・勤労統計調査（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 令和元年度勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・勤労統計調査
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 2020勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・勤労統計調査
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 公印簿（地域連携推進課） 総合企画戦略部地域連携推進課 2014年度 2015/4/1 30年 2045/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係綴（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係綴（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 兼業関係綴（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 令和元年度兼業関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 兼業 2020兼業関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 外部資金 事業 「未来の教室」（学びの場）創出事業
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 外部資金 事業 「地域におけるIoTの学び推進事業」実証事業
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
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会計 物品 物品管理 平成28年度購入依頼書綴（地域連携推進課・地域連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 平成29年度購入依頼書綴（地域連携推進課・地域連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 平成30年度購入依頼書綴（地域連携推進課・地域連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 令和元年度購入依頼書綴（地域連携推進課・地域連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 2020購入依頼書綴（地域連携推進課・地域連携推進機構）
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 人事関係（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 人事関係（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 人事関係（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 令和元年度人事関係文書
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 2020人事関係文書
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成29年度出張申請書（地域連携推機構･シンクタンク）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成30年度出張申請書（地域連携推機構･シンクタンク）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 令和元年度出張申請書（地域連携推進機構･シンクタンク）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 2020出張申請書（地域連携推進機構･シンクタンク）
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成26年度出張申請書(琉大ｺﾐｭﾆﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ事業・知のふるさと納税)
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 7年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：２年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

庶務 旅行 旅行命令 平成28年度出張申請書（地域連携推進課）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成29年度出張申請書（地域連携推進課）関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
【記載修正】分冊
2冊あり（①・②）

庶務 旅行 旅行命令 平成30年度出張申請書（地域連携推進課）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 令和元年度出張申請書（地域連携推進課）
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 2020出張申請書（地域連携推進課）
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究 平成29年度沖縄型産業中核人材育成事業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
平成29年度知的･産業クラスター支援ネットワーク強化事業（大学等研究
者の学外連携促進）

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
平成30年度知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業（大学等研
究者の学外連携促進）

総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究 平成29年度離島教育環境改善事業委託事業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究 平成30年度離島教育環境改善事業委託事業
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
令和元年度離島ICT教育実証事業におけるICTを活用した遠隔授業によ
る教育効果等委託事業
（旧：教育環境改善事業委託事業）

総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 受託研究
2020離島ICT教育実証事業におけるICTを活用した遠隔授業によ
る教育効果等委託事業（旧：教育環境改善事業委託事業）

総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成28年度琉大21世紀フォーラム
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 服務 総括 平成29年度琉大21世紀フォーラム
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成30年度琉大21世紀フォーラム
総合企画戦略部地域連携推進課産学
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 令和元年度琉大未来共創フォーラム
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 2020琉大未来共創フォーラム
総合企画戦略部地域連携推進課企
画係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成30年度琉球大学未来共創フェア
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 令和元年度琉球大学未来共創フェア
総合企画戦略部地域連携推進課企画
係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 平成28年度生涯学習推進部門
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
「生涯学習教育研究センター」より名称変更
分冊　２冊あり（①・②）

庶務 文書 総括 平成29年度生涯学習推進部門
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 文書 総括 平成30年度生涯学習推進部門
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 文書 総括 令和元年度生涯学習推進部門
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 総括 2020地域連携推進係原議書綴
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成28年度臨時雇上関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成29年度臨時雇上関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成30年度臨時雇上関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 令和元年度臨時雇上関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成28年度謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成29年度謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 平成30年度謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 謝金 総括 令和元年度謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成28年度出張申請書（生涯学習教育研究センター）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成29年度出張申請書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 平成30年度出張申請書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 令和元年度出張申請書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
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会計 物品 物品管理 平成28年度購入依頼書（生涯学習教育研究センター）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 平成29年度購入依頼書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 平成30年度購入依頼書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 令和元年度購入依頼書（生涯学習推進部門）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 2020購入依頼書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 平成28年度科研費関係綴
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 平成28年度清掃業務完了確認報告書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 平成29年度清掃業務完了確認報告書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 平成30年度清掃業務完了確認報告書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 令和元年度清掃業務完了確認報告書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 2020清掃業務完了確認報告書等
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 契約 総括 間接経費　執行関連（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【追加】合冊（平成28～30年度）

会計 契約 総括 間接経費　執行関連（平成29年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【追加】合冊（平成28～30年度）

会計 契約 総括 間接経費　執行関連（平成30年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【追加】合冊（平成28～30年度）

会計 契約 物品管理 平成30年度間接経費　執行関連
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成30年度生涯学習推進部門　規則制定関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成28年度公開授業受講カード
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成29年度公開授業受講カード
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成30年度公開授業受講カード
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 令和元年度公開授業受講カード
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成28年度公開授業仮申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開授業 平成29年度公開授業仮申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開授業 平成30年度公開授業仮申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 令和元年度公開授業仮申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 2020公開授業仮申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成28年度臨時入構証台帳
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成28年度公開講座受講申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成29年度公開講座受講申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成30年度公開講座受講申込書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 令和元年度公開講座受講申込
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 2020公開講座受講申込
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成28年度公開講座
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開講座 平成29年度公開講座
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開講座 平成30年度公開講座
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開講座 令和元年度公開講座
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

庶務 大学開放 公開授業 平成28年度公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成29年度公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成30年度公開授業関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 令和元年度公開授業関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 2020公開授業関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開授業 平成28年度公開授業アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成28年度公開講座アンケート①
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成29年度公開講座アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 平成30年度公開講座アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 令和元年度公開講座アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 大学開放 公開講座 2020公開講座アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成25年度地（知）の拠点（COC）整備事業関係綴り（申請書・補助金調
書・その他関係資料）

学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：2年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため
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大分
類

中分類 小分類 法人文書ファイル名 作成・取得者
作成（取得）
時期
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起算日

保存期間
保存期間満了
日

媒体
の
種別

保存場所 管理者

保存
期間
満了
時の
措置

備考

会計 外部資金 総括 平成25年度地（知）の拠点整備事業 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：2年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成25年度地(知)の拠点整備事業申請～交付決定まで
・平成25年度追加公募
・平成26年度交付申請関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成25年度RCC事業本部・平成26年度
OC事業プランニング作業部会

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成25年度大学COC事業会議資料関係 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

「平成25年度琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議資料」から名
称変更
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：2年　再延長期間：2年

会計 外部資金 総括 平成26年度大学COC事業会議資料関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度大学COC事業会議資料関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成28年度大学COC事業会議資料関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業会議資料関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
分冊
２冊あり（①・②）

会計 外部資金 会議 平成25年度琉大コミュニティキャンパス事業定例ミーティング
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

分冊
2冊あり（①・②）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 会議 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業定例ミーティング
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 会議 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業定例ミーティング
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 会議 平成28年度琉大コミュニティキャンパス事業定例ミーティング
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成25年度琉大コミュニティキャンパス事業シンポジウム関係 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：2年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業シンポジウム関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業シンポジウム関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業総括シンポジウム
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成27年度COC＋シンポジウム関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成25年度琉大コミュニティキャンパス事業原議書 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：2年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業原議書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため
分冊　２冊あり（①・②）

会計 外部資金 総括 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業原議書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

分冊
２冊（①・②）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成25年度琉大コミュニティキャンパス事業出張申請書・報告書 学術国際部地域連携推進課 2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：1年、再延長期間：1年　再々延長期間：2年
再々延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業出張申請書・報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業出張申請書・報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

分冊
２冊あり（①・②）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成28年度琉大コミュニティキャンパス事業出張申請書・報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業出張申請書・報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業各事業報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業各事業報告書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業若田光一宇宙飛行士ミッショ
ン報告会

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度大学COC事業公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため
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会計 外部資金 総括 平成28年度大学COC事業公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成30年度　RCC事業　公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 令和元年度大学COC事業公開講座・公開授業
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大コミュニティキャンパス事業臨時雇用関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：1年　再延長期間：2年
再延長理由：事業運営業務の参考とするため
 ※合冊（H26～27）

会計 外部資金 総括 平成27年度琉大コミュニティキャンパス事業臨時雇用関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

 ※合冊（H26～27）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度COC＋購入・謝金申請書関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成27年度COC＋『未来叶い（ミライカナイ）プロジェクト』地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度COC＋成果報告書・データ（委託業務）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成28年度COC＋成果報告書・データ（委託業務）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成28年度ＣＯＣ＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェ
クト」申請書関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成28年度ＣＯＣ＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェ
クト」プロジェクト関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度ＣＯＣ＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェ
クト」プロジェクト関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）」プロ
ジェクト　プロジェクト関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）」プロ
ジェクト　プロジェクト関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成28年度地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェクト」謝
金関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度COC+地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェク
ト」謝金関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度COC+地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェク
ト」謝金関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度COC+地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェク
ト」謝金関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成28年度大学COC事業謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業謝金関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成27年度COC＋出張申請書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成28年度地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェクト」出
張申請書

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロ
ジェクト」　出張申請書

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロ
ジェクト」　出張申請書

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロ
ジェクト」　出張申請書

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 【新規登録】

会計 外部資金 総括
平成28年度地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェクト」事
業費関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度ＣＯＣ＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）プロジェ
クト」事業費関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）」プロ
ジェクト　事業費関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度　COC＋地（知）の拠点大学「未来叶い（ミライカナイ）」プロ
ジェクト　事業費関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC+事業大学運営費－教育経費－重点配分経費
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業大学運営費－教育経費－重点配分経費
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成28年度大学COC事業「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」関
連

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度大学COC事業「ちゅら島の未来を創る知の津梁（かけ橋）」関
連

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成26年度琉大ｺﾐｭﾆﾃｨｷｬﾝﾊﾟｽ事業アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括
平成29年度大学COC事業「地域志向教育推進経費」関係資料※アン
ケート

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 合冊（平成29～30年度）

会計 外部資金 総括 平成30年度　RCC事業「地域志向教育推進経費」関係資料※アンケート
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄 合冊（平成29～30年度）

会計 外部資金 総括
平成28年度大学COC事業｢サテライト・イブニング・カレッジ｣「観光振興
策支援」「地域志向教育推進経費」関連

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成29年度大学COC事業｢サテライト・イブニング・カレッジ｣「観光振興
策支援」「地域志向教育推進経費」関連

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成27年度COC＋『未来叶い（ミライカナイ）プロジェクト』地（知）の拠点
大学による地方創生推進事業申請関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成29年度　大学COC+事業　申請関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成30年度　大学COC+事業　申請関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
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会計 外部資金 総括 令和元年度　大学COC+事業　申請関係
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成30年度　謝金関係　大学運営費　教育経費－重点配分経費
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成30年度　出張関係　大学運営費　教育経費－重点配分経費
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 大学COC事業購入依頼書（平成25年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2013年度 2014/4/1 9年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

【追加】合冊（H25～26）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 大学COC事業購入依頼書（平成26年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2014年度 2015/4/1 8年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

【追加】合冊（H25～26）
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成27年度大学COC事業購入依頼書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2015年度 2016/4/1 7年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間：2年
延長理由：事業運営業務の参考とするため

会計 外部資金 総括 平成28年度大学COC事業購入依頼書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成29年度大学COC事業購入依頼書
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度　購入依頼書　大学運営費　教育経費－重点配分経費
ちゅらプロ　サテライト・イブニング・カレッジ　地域志向教育推進プロジェ
クト　サテライト配信関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度　購入依頼書　大学運営費　教育経費－重点配分経費
ちゅらプロ　地域志向教育推進プロジェクト　サテライト配信関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
平成30年度　原議書　大学運営費　教育経費－重点配分経費
ちゅらプロ　サテライト・イブニング・カレッジ　地域志向教育推進プロジェ
クト　サテライト配信関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括
令和元年度　原議書　大学運営費　教育経費－重点配分経費
ちゅらプロ　地域志向教育推進プロジェクト　サテライト配信関係

総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 平成30年度　RCC会議資料綴り
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

会計 外部資金 総括 サテライト・イブニング・カレッジ（平成28年度）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄
【追加】
合冊（H27～28）

会計 外部資金 総括 令和元年度サテライト・イブニング・カレッジ（RSEC）
総合企画戦略部地域連携推進課地域
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 地域連携推進課事務室 総合企画戦略部地域連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会綴(平成23年度） 国際課専門員(国際企画担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会(平成24年度） 国際課専門員(国際企画担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会(平成25年度） 国際課専門員(国際企画担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流委員会(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(平成25年度） 国際課専門員(国際企画担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会（平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際交流自己点検・評価委員会(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課課長
代理

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

総括
中期目標・
中期計画

中期目標・
中期計画

第３期中期目標・中期計画プロジェクトシート
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2016年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部会議室、国際
連携推進課事務室

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊3
保存場所：①②総合企画戦略部会議室、③国際連携推進課事務室

総括
中期目標・
中期計画

中期目標・
中期計画

第二期中期目標・中期計画 国際課専門員(国際企画担当） 2010年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

海外ネット
ワーク

その他 RETI　島嶼関連大学間ネットワーク 国際課（研究者交流担当） 2011年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

海外ネット
ワーク

学術会議等 RETIシンポジウム2017　沖縄開催
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

海外ネット
ワーク

学術会議等
平成29年度　アジア太平洋島嶼拠点大学ネットワーク実務者会議・琉球
大学のネットワーク形成構想に関する会議

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 学術会議等
琉球大学・ハワイ大学協定締結30周年記念行事シンポジウム　琉球大
学・グアム大学協定締結30周年記念行事シンポジウム

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 実施事業 令和元年度　中国語スピーチコンテスト
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 実施事業 令和元年度　台湾協定校・琉球大学連絡会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

海外ネット
ワーク

海外ネット
ワーク

ESNAP（アジア太平洋島嶼地域環境研究者ネットワーク）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2016年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

海外ネット
ワーク

海外ネット
ワーク

アジア太平洋島嶼大学ネットワーク
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

県系人ネッ
トワーク

学術会議等 しまくとぅばシンポジウム（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員(国際企画担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

県系人ネッ
トワーク

その他 沖縄語ｰスペイン語辞書、沖縄語ｰポルトガル語辞書
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

県系人ネッ
トワーク

その他 海外沖縄県人会関連
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定綴り(大学間協定） 国際課専門員(国際企画担当） 2009年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定綴り(部局間協定） 国際課専門員(国際企画担当） 2009年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2
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学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定関連
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2016年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定
国際交流協定関連（法文学部・観光産業科学部・人文社会学部・国際地
域創造学部）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定関連（教育学部・農学部・センター）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定関連（工学部）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定関連（理学部）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 交流協定 国際交流協定関連（医学部）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ハワイ大学 国際課専門員 1995年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部会議室、国際
連携推進課倉庫（地域国際学
習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊7
保存場所：平成25年～　総合企画戦略部会議室
平成2年～平成25年　国際連携推進課倉庫（地域国際学習ｾﾝﾀｰ）

学術交
流

交流協定 協定校 ハワイ大学学生交流協定 国際課専門職員 2008年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ハワイ沖縄連合会(その他ハワイ関係） 国際課専門職員 1995年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部会議室、国際
連携推進課倉庫（地域国際学
習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊2
保存場所：平成29年～　総合企画戦略部会議室
平成7年～平成16年　国際連携推進課倉庫（地域国際学習ｾﾝﾀｰ）

学術交
流

交流協定 協定校 ミシガン州立大学 国際課専門職員 2013年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

交流協定 協定校 カリフォルニア大学　デイヴィス校 国際課専門職員 2003年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 米国の大学関係　ネヴァダ大学リノ校 国際課専門職員 2006年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 米国　イースタンミシガン大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 米国　グアム大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2001年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校
カナダ　プリンス・エドワード・アイランド大学、ニューファンドランド・メモリ
アル大学

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 南米　協定校関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

1997年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 キャンベラ大学 国際課専門職員 1993年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

その他 その他 トンガ関係(平成14年度～16年度） 国際課専門職員 2002年度 2005/4/1 20年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3月31日
延長期間：10年
理由：協定継続のための記録保管

学術交
流

交流協定 協定校 ニュ-カレドニア大学 国際課専門職員 2005年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 大洋州　協定校関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2001年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校
フランス　トゥル-ズ・ジャン・ジョレス大学（トゥルーズ・ミライユ大学）、トゥ
ルーズ第一キャピトル大学（トゥルーズ第一社会科学大学）、レンヌ第一

国際課専門職員 1998年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 国立フランス高等研究院 国際課専門職員 2000年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 シェフィ-ルド大学・スタフォ-ドシャ-大学 国際課専門職員 2005年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 デュッセルドルフ大学
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2016年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 スペイン　ラ・ラグーナ大学、ラス・パルマス・デ・グラン・カナリア大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ロシア　極東連邦大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 中南林学院 国際課専門職員 1990年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊3

学術交
流

交流協定 協定校 雲南農業大学 国際課専門職員 2004年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 福建師範大学 国際課専門職員 1987年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）、総合企
画戦略部会議室

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊2
保存場所：平成19年～　総合企画戦略部会議室
昭和62年～平成14年　国際連携推進課倉庫（地域国際学習ｾﾝﾀｰ）

学術交
流

交流協定 協定校 華中科技大学関係綴り 国際課専門職員 2003年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 延辺大学 国際課専門職員 2003年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 中国　対外経済貿易大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 中国　海南大学、中国海洋大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 国立中山大学、国立台湾海洋大学、国立雲林科技大学 国際課専門職員 2001年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
保存期間：未完に変更
理由：協定継続のための記録保管

学術交
流

交流協定 協定校 国立台湾大学 国際課専門職員 2004年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　台北城市科技大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　中原大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　国立台南大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　東海大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2012年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　中国文化大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　静宜大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　逢甲大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　国立澎湖科技大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　開南大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　天主教輔仁大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
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学術交
流

交流協定 協定校 台湾　国立台湾科技大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　国立東華大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　東呉大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 台湾　台北医学大学
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 韓国　京畿大学校
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 韓国　湖西大学校
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2009年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 啓明大学校
総合企画戦略課国際連携推進課国際
連携推進係

1994年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター１階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 済州大学校 国際課専門職員 1990年度 未完 10年 未完 紙
総合企画戦略部会議室、国際
連携推進課倉庫（地域国際学
習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊2
保存場所：平成17年～　総合企画戦略部会議室
平成2年～平成16年　国際連携推進課倉庫（地域国際学習ｾﾝﾀｰ）

学術交
流

交流協定 協定校 ソウル市立大学 国際課専門職員 2007年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 木浦大学校 国際課専門職員 2012年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 延世大学 国際課専門職員 2006年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 コンケン大学 国際課専門職員 1986年 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

交流協定 協定校 タマサート大学 国際課専門職員 1995年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 チェンマイ大学 国際課専門職員 1989年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 チュラロンコン大学 国際課専門職員 1986年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

学術交
流

交流協定 協定校 ボゴ-ル農業大学(インドネシア） 国際課専門職員 2005年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ディポネゴロ大学 国際課専門職員 2008年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 サムラトランギ大学 国際課専門職員 1986年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ベトナム関係(ハノイ校、ホ-チミン市校） 国際課専門職員 2004年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 ハノイ国立教育大学（ベトナム）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

その他 その他 ラオス関係 国際課専門職員 2004年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）、総合企
画戦略部会議室

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
分冊2
保存場所：平成21年～平成29年度　総合企画戦略部会議室
平成16年～平成21年　国際連携推進課倉庫（地域国際学習ｾﾝﾀｰ）

学術交
流

その他 その他 ラオス国立大学附属小学校校舎贈呈(平成19年度～平成20年度） 国際課専門職員 2007年度 2009/4/1 20年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日:2019年3月31日
延長期間：１０年
理由：寄付金による校舎建築のため、関連書類を保管する必要があるため

学術交
流

交流協定 協定校 ケープタウン大学・南アフリカ関係 国際課専門職員 2005年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学術交
流

交流協定 協定校 その他の大学等 国際課専門職員 2004年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

分冊3
当初の保存期間満了日：2010年3月31日
延長期間：10年
理由：協定継続のための記録保管

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度　国際戦略本部会議プロジェクトチーム
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度　国際戦略本部会議関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　国際戦略本部会議関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度（平成31年）　国際戦略本部会議関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　国際戦略本部会議関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　多言語化委員会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度、令和元年度（平成31年度）合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　多言語化委員会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度、令和元年度（平成31年度）合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　多言語化委員会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　海外拠点運営委員会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　海外拠点運営委員会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成29年度　国際連携担当者連絡会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　国際連携担当者連絡会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　国際連携担当者連絡会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　国際連携担当者連絡会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　ハワイリエゾンオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　ハワイリエゾンオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　ハワイリエゾンオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　台北サテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　台北サテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　台北サテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

平成30年度　ラオスサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊
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庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　ラオスサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　ラオスサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　ドイツサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　ドイツサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　ブラジルサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　ブラジルサテライトオフィス部会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 台北サテライトオフィス事業関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 平成30年度　台北サテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 海外拠点 その他 令和元年度　台北サテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 海外拠点 その他 令和2年度　台北サテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 海外拠点 その他 ラオスサテライトオフィス関連
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2015年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 平成28年度　ラオスサテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度、令和元年度（平成31年度）、令和2年度合冊

庶務 海外拠点 その他 令和元年度　ラオスサテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度、令和元年度（平成31年度）、令和2年度合冊

庶務 海外拠点 その他 令和２年度　ラオスサテライトオフィス業務委託関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度、令和元年度（平成31年度）、令和2年度合冊

庶務 海外拠点 その他 琉球大学・東西センター　リエゾンオフィス関連
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 ドイツサテライトオフィス関連
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 ブラジルサテライトオフィス関連
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 未完 10年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 海外拠点 その他 海外拠点関係 国際課専門員(国際企画担当） 2010年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 その他 その他 ジェトロ関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議 学外会議 平成28年度　国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

庶務 会議 学外会議 平成29年度　国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学外会議 平成30年度　国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学外会議 令和元年度　国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学外会議 令和2年度　国立大学法人等国際企画担当責任者連絡協議会
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 その他
平成29年度　沖縄MICEネットワーク関係・国際会議等各種会議の沖縄
開催推進に係る現地連絡会議

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 その他
平成30年度　沖縄MICEネットワーク関係・国際会議等各種会議の沖縄
開催推進に係る現地連絡会議

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 その他
令和元年度　沖縄MICEネットワーク関係・国際会議等各種会議の沖縄
開催推進に係る現地連絡会議

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 その他
令和2年度　沖縄MICEネットワーク関係・国際会議等各種会議の沖縄開
催推進に係る現地連絡会議

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 予算 総括 国際課会計関係綴(平成24年度）
学術国際部国際課専門職員(国際課会
計担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日:2018年3月31日
延長期間:5年
延長の理由:太平洋島嶼シンポジウム会議開催に係る処理を、国際会議等
の実施業務上参考とするため

会計 予算 総括 国際連携推進課会計関係（修繕・工事）（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 予算 総括 会計関係（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 予算 総括 会計関係（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 予算 総括 会計関係（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 予算 総括 会計関係（令和2年度）
総合企戦略部国際連携推進課国際連
携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼関係(平成24年度） 学術国際部国際課学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

分冊２
当初の保存期間満了日:2018年3月31日
延長期間:5年
延長の理由:太平洋島嶼シンポジウム会議開催に係る処理を業務上参考と

会計 物品 物品管理 購入依頼関係（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼関係（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼関係（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 購入依頼関係（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 納品 物品管理 購入依頼関係（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 郵便切手等受払簿（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊

会計 物品 物品管理 郵便切手等受払簿（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 郵便切手等受払簿（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 郵便切手等受払簿（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 納品 納品管理 郵便切手等受払簿（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和元年度（平成31年度）まで合冊
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会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（令和元年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 タクシーチケット受払簿（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 資産管理関係（資産台帳・不要返納・所属換申請）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

会計 物品 物品管理 平成30年度　固定資産管理関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 令和元年度　固定資産管理関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

会計 物品 物品管理 令和2年度　固定資産管理関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 旅行 旅行命令 国際課出張関係（平成24年度）
学術国際部国際課（国際課・留学生セン
ター総務担当）

2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日:2018年3月31日
延長期間:5年
延長の理由:太平洋島嶼シンポジウム会議開催に係る処理を業務上参考と

庶務 旅行 旅行命令 国際連携推進課出張関係（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 国際連携推進課出張関係（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 国際連携推進課出張関係（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 国際連携推進課出張関係（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 旅行命令 国際連携推進課出張関係（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 英語ｅラ-ニング研修(平成23年度） 国際課学生交流担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成24年度まで合冊

庶務 能率 職員研修 英語ｅラ-ニング研修(平成24年度） 国際課学生交流担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 学内語学研修(平成25年度） 学術国際部国際課総務担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 学内語学研修　平成26年度
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 学内語学研修　平成27年度
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 令和元年度　英語研修（琉球大学SD研修）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 能率 職員研修 令和2年度　英語研修（琉球大学SD研修）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 文書
公印制定・
改廃

公印関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 文書 文書管理 学内・学外文書(平成28年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 文書管理 学内・学外文書(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 文書管理 学内・学外文書(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 文書管理 学内・学外文書（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 文書 文書管理 学内・学外文書（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊2

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和元年度　学内各種会議
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

令和2年度　学内各種会議
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 法規 規則 平成28年度　規程関係（国際連携関係）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 30年 2047/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 法規 規則 平成29年度　規程関係（国際連携関係）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 30年 2048/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 法規 規則 平成30年度　規程関係（国際連携関係）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 30年 2049/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 法規 規則 令和元年度　規程関係（国際連携関係）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 30年 2050/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 法規 規則 令和2年度　規程関係（国際連携関係）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 30年 2051/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 渉外 その他 記念品受払簿 学術国際部国際企画課国際企画係 2008年度 未完 5年 未完 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成24年度） 国際課（研究者交流担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成25年度） 国際課（研究者交流担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 外国人来訪 海外来客来訪関連（令和元年度、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 その他 学長等出張（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 その他 学長等出張（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 その他 学長等出張（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 その他 学長等出張（令和元年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
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庶務 服務 勤務時間 休暇簿（平成28年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（平成29年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（平成30年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（令和元年、平成31年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 休暇簿（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進課係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿（平成28年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間 出勤簿（平成29年）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間
勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・毎月勤労統計調査表・勤務時
間関係(平成28年度)

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間
出勤簿・勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・毎月勤労統計調査表・
服務状況報告書(平成29年度)

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間
出勤簿・勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・毎月勤労統計調査表・
服務状況報告書(平成30年度)

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間
出勤簿・勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・毎月勤労統計調査表・
服務状況報告書（令和元年度、平成31年）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 勤務時間
出勤簿・勤務時間報告書・時間外労働等記録簿・毎月勤労統計調査表・
服務状況報告書（令和2年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 任用 総括 人事関係綴（国際課）平成24年度 学術国際部国際課総務担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成28年度　人事関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成29年度　人事関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 平成30年度　人事関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 令和元年度（平成31年）　人事関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 総括 令和2年度　人事関係綴
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 令和元年度　安全保障輸出管理
総合企画戦略部国際連携推進課国際
連携推進係

2019年度 2020/4/1 7年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 学術会議等 ASAIHL（平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 ASAIHL（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 服務 その他 国際学術交流の現状（作成）(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成29年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状（作成）(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状(作成）（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状(作成）（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際学術交流の現状(作成）（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 服務 その他 国際研究交流状況調査(文科省）(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成26年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 国際研究交流状況調査(文科省）(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 服務 その他 国際交流状況報告(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
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庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 調査 各種調査 国際交流状況報告(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 国際交流状況報告(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 分冊２

庶務 服務 その他 国際交流状況報告(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 海外渡航 私事渡航関係綴(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成29年度まで合冊

庶務 旅行 海外渡航 私事渡航関係綴(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 旅行 海外渡航 私事渡航関係綴(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 旅行 海外渡航 私事渡航関係綴(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 旅行 海外渡航 私事渡航関係綴(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 助成・招聘・派遣等(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 助成・招聘・派遣等(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 助成・招聘・派遣等(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 助成・招へい・派遣等（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 助成・招へい・派遣等（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 渉外 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成18年度） 国際課専門職員 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成20年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成19年度） 国際課専門職員 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成19年度～平成20年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成20年度） 国際課専門職員 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成19年度～平成20年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成21年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成22年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成23年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2011年度 2012/4/1 15年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成24年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2012年度 2013/4/1 15年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成25年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2013年度 2014/4/1 15年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 15年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 15年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 15年 2032/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 15年 2033/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 15年 2034/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 15年 2035/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋学術協会綴(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 15年 2036/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成21年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議 学術会議等 太平洋島しょシンポジウム(平成24年度) 国際課（研究者交流担当） 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト）綴(平成18年度） 国際企画課国際交流係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部倉庫 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成18年度～平成19年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト）綴(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成20年度～平成23年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成24年度) 国際連携推進課国際学術係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成25年度) 国際連携推進課国際学術係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成26年度) 国際連携推進課国際学術係 2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成27年度) 国際連携推進課国際学術係 2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成28年度) 国際連携推進課国際学術係 2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成29年度) 国際連携推進課国際学術係 2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成30年度) 国際連携推進課国際学術係 2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(平成31年度) 国際連携推進課国際学術係 2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

日米教育委員会(フルブライト)綴(令和2年度) 国際連携推進課国際学術係 2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～令和2年度まで合冊

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成29年度まで合冊

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成29年度まで合冊
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学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2018年度 未完 10年 未完 紙
国際連携推進課事務室、総合
企画戦略部会議室

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
最終年度の翌年から保存期間を起算する
分冊2
保存場所：国際連携推進課事務室、総合企画戦略部会議室

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2019年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 最終年度の翌年から保存期間を起算する

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

大学の世界展開力強化事業（令和2年度） 総合企画戦略部国際学術係 2020年度 未完 10年 未完 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 最終年度の翌年から保存期間を起算する

学務 留学生交流
学生の海外
派遣

COIL協議会 総合企画戦略部国際学術係 2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成18年度） 国際企画課国際交流係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成18年度～平成19年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成19年度） 国際企画課国際交流係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2018年3月31日
延長期間:5年
延長の理由:当該年度に採択された事業の申請書や手続きの情報が必要な

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成20年度） 国際企画課国際交流係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：５年
延長の理由：当該年度に採択された事業の申請書や手続きの情報が必要

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成24年度） 国際課（研究者交流担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成25年度） 国際課（研究者交流担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(申請等）(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係（申請等）（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係（申請等）（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(募集要項）綴(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(募集要項）綴(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会関係(募集要項）綴(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会（募集要項）綴(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 日本学術振興会（募集要項）綴(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 JSPS論博事業（平成22年度～平成29年度） 国際課（研究者交流担当） 2010年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力 研究助成 JSPS論博事業（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 JSPS論博事業（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 JSPS論博事業（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成
JSPS二国間交流事業共同研究・セミナ-(韓国）(平成22年度～平成24年
度）

国際課専門職員 2010年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力 研究助成
頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成
26年度～27年度）(平成26年度採択事業）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない(S2608)H27年度は別冊あり

庶務 研究協力 研究助成
頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成
27年度～28年度）(平成26年度採択事業）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない(S2608)H27.28年度ともに別冊あり

庶務 研究協力 研究助成
頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム（平成
28年度～29年度）(平成26年度採択事業）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 S2608と同一案件

庶務 研究協力 研究助成
国際的な活躍が期待できる研究者の育成（日本学術振興会) 平成29年
度採択事業(平成28年度～平成30年度)

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない(S2903)別冊ファイルあり

庶務 研究協力 研究助成
国際的な活躍が期待できる研究者の育成（日本学術振興会) 平成29年
度採択事業：(S2903)(平成31年度～令和2年度)

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない(S2903)別冊ファイルあり

庶務 研究協力 研究助成 スーパーグローバル大学事業タスクフォース 国際課（研究者交流担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 グリーティングカード（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成30年度まで合冊

庶務 その他 その他 グリーティングカード（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成30年度まで合冊

庶務 その他 その他 グリーティングカード（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成30年度まで合冊

庶務 その他 その他 グリーティングカード（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成31年度～令和2年度まで合冊

庶務 その他 その他 グリーティングカード（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成31年度～令和2年度まで合冊

庶務 服務 その他 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成23年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成25年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成25年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成26年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成26年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST）募集・申請(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成26年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST)募集・申請（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST)募集・申請（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成30年度まで合冊
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庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST)募集・申請（令和元年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力 研究助成 科学技術振興機構(JST)募集・申請（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成23年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 研究助成 日本学生支援機構(JASOO）帰国外国人留学生事業(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員 教員派遣等 附属学校関係綴(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究員 教員派遣等 附属学校関係綴（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究員 教員派遣等 附属学校関係綴（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究員 教員派遣等 附属学校関係綴（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成23年度） 国際企画課国際交流係 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成23年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成24年度） 国際課専門職員 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成25年度） 国際課専門職員 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成29年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

外国人研究員（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和２年度まで合冊

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成17年度） 国際企画課国際交流係 2005年度 2006/4/1 20年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日：2016年3月31日
延長期間:5年
延長の理由：証明書発行に必要なため
延長後の保存期間満了日：2021年3月31日
再延長期間:5年
再延長の理由：証明書発行に必要なため

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成18年度） 国際企画課国際交流係 2006年度 2007/4/1 15年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成19年度） 国際企画課国際交流係 2007年度 2008/4/1 15年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

当初の保存期間満了日:2018年3月31日
延長期間:5年
延長の理由：過去に受け入れた研究者から証明書の発行依頼があり、情報
を確認する必要があるため。

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成20年度） 国際企画課国際交流係 2008年度 2009/4/1 15年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2019年3月31日
延長期間：5年
理由：証明書発行に必要なため

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成21年度） 国際課専門職員 2009年度 2010/4/1 15年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月31日
延長期間：5年
理由：証明書発行に必要なため

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成22年度） 国際課専門職員 2010年度 2011/4/1 15年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
当初の保存期間満了日：2021年3月31日
延長期間:5年
延長の理由：証明書発行に必要なため

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成24年度） 国際課（研究者交流担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成25年度） 国際課（研究者交流担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人研究
員

琉球大学外国人客員研究員（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員 その他 国際交流会館（研究者）　入居申請・許可証（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員 その他 国際交流会館（研究者）　入居申請・許可証（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄
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庶務 研究員 その他 国際交流会館（研究者）　入居申請・許可証（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究院 その他 国際交流会館（研究者）　入居申請・許可証(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成31年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究院 その他 国際交流会館（研究者）　入居申請・許可証(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成31年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
研究助成・
奨学金

琉球大学後援財団国際交流奨励事業(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課専門
員（国際企画担当）

2016年度 2017/4/1 5年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究協力
研究助成・
奨学金

琉球大学後援財団国際交流奨励事業(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 服務 その他 JICA派遣関連(独）国際協力機構(平成23年度） 国際課専門職員 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成23年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

ＪＩＣＡコンサルタント関係(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成23年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

アフリカ地域持続可能な観光開発コ-ス(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他 マレ-シア・ツイニングプログラム(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成23年
度）

国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成24年
度）

国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成25年
度）

国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成26年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成26年度～平成27年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成27年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成26年度～平成27年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成28年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成30年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成29年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成30年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(平成30年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～平成30年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(令和１年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 令和元年度～令和2年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフガニスタン｢未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト(令和２年
度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 令和元年度～令和2年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成25年度）

国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成26年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成27年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成28年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成25年度～平成28年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成29年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成30年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

学務 留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(平成31年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

 庶務学
務

留学生交流 その他
アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティ
ブ)(令和2年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

SATREPS関係(平成24年度） 国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 2冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

SATREPS関係(平成25～29年度） 総合企画戦略部国際連携推進課 2013年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

SATREPS関係(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31(R1)年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

SATREPS関係(平成3１年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙  国総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31(R1)年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

SATREPS関係(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

JST・JICA地球規模課題対応国際科学技術協力事業(平成24年度） 国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（四半期報告書）(平成24・25年度）(ラオスちゃーが
んじゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2012年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成24年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成24年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）２

国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成24年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）３

国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（出張申請書）（平成24年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成25年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（購入依頼書）(平成25～平成28年度）(ラオス
ちゃーがんじゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2013年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（出張申請書）(平成25年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際企画課国際交流係 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成26年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（四半期報告書）(平成26年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（出張申請書）(平成26・27年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成27･28年度）(ラオスちゃーが
んじゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成28年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（四半期報告書）(平成27年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（四半期報告書）(平成28・29年度）(ラオスちゃーが
んじゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない
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庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成28年度～平成29年度）(ラオ
スちゃーがんじゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業　現地活動関係等（平成25年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業　現地活動関係等(平成26年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）打ち合簿(平成24年度～平成26年
度）(ラオスちゃーがんじゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業　研修会報告書等(平成25年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（規定外立替承認書）(平成24年度～平成28年度）
(ラオスちゃーがんじゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2012年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（経理委任金収支報告書）（平成24年度～平成26
年度）(ラオスちゃーがんじゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2012年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（立替払）(平成28～平成29年度）(ラオスちゃーが
んじゅープロジェクト）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（プロジェクト・ステアリング委員会）(平成24年度～
平成27年度）(ラオスちゃーがんじゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2012年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（パートナー型）(平成24年度）(ラオスちゃーがん
じゅープロジェクト）

国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（平成27～平成28年度）採択事業：ブータン関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根協力事業（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根協力事業（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根協力事業（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根協力事業（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力
学術交流事
業

草の根技術協力事業（令和元年度）採択事業：ラオス関係
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成5年度） 国際課国際教育担当 1993年度 1994/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成6年度） 国際課国際教育担当 1994年度 1995/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成7年度） 国際課国際教育担当 1995年度 1996/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成8年度） 国際課国際教育担当 1996年度 1997/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成9年度） 国際課国際教育担当 1997年度 1998/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成10年度） 国際課国際教育担当 1998年度 1999/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成11年度） 国際課国際教育担当 1999年度 2000/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成12年度） 国際課国際教育担当 2000年度 2001/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成5年度～平成12年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成13年度） 国際課国際教育担当 2001年度 2002/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成13年度～平成16年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成14年度） 国際課国際教育担当 2002年度 2003/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成13年度～平成16年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成15年度） 国際課国際教育担当 2003年度 2004/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成13年度～平成16年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成16年度） 国際課国際教育担当 2004年度 2005/4/1 無期限 無期限 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成13年度～平成16年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成17年度） 国際課国際教育担当 2005年度 2006/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成18年度） 国際課国際教育担当 2006年度 2007/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成19年度） 国際課国際教育担当 2007年度 2008/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成20年度） 国際課国際教育担当 2008年度 2009/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成21年度） 国際課国際教育担当 2009年度 2010/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成22年度） 国際課国際教育担当 2010年度 2011/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成24年度） 国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成25年度） 国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

外国人受託研修員研修修了証明書交付台帳(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 無期限 無期限 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成17年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

熱帯バイオマス及びバイオ燃料利用コ-ス(平成23年度） 国際課国際教育担当 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成23年度～平成26年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

熱帯バイオマス及びバイオ燃料利用コ-ス(平成24年度） 国際課国際教育担当 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

熱帯バイオマス及びバイオ燃料利用コ-ス(平成25年度） 国際課国際教育担当 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄  平成23年度平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

熱帯バイオマス及びバイオ燃料利用コ-ス(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄  平成23年度平成24年度～平成26年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

バイオマスの活用による持続可能な地域開発コース（平成27年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成30年度まで合冊
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庶務 研究員
外国人受託
研修員

バイオマスの活用による持続可能な地域開発コース（平成28年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

バイオマスの活用による持続可能な地域開発コース（平成29年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成30年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

バイオマスの活用による持続可能な地域開発コース（平成30年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～平成30年度まで合冊

庶務 服務 その他 JST・JICA連携事業SATREPS(平成20年度～23年度） 国際課専門職員 2008年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙
国際連携推進課倉庫（地域国
際学習センター1階）

総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 同一案件のため分冊しない

庶務 研究協力 その他 調査関係(平成23年度） 国際課（研究者交流担当） 2011年度 2012/4/1 10年 2022/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成22年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成24年度） 国際課（研究者交流担当） 2012年度 2013/4/1 10年 2023/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成25年度） 国際課（研究者交流担当） 2013年度 2014/4/1 10年 2024/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成26年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2014年度 2015/4/1 10年 2025/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成27年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成24年度～平成28年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31  紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31  紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31  紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 調査 各種調査 調査関係(令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 20214/1 10年 2031/3/31  紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和2年度まで合冊

庶務 その他 その他 その他（通知・募集等）（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 5年 2023/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 その他 その他 その他（通知・募集等）（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 5年 2024/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 その他 その他 その他（通知・募集等）（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 5年 2025/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成29年度～令和元年度まで合冊

庶務 その他 その他 その他（通知・募集等）（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 5年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他
大平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）（平成（平
成27年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他
大平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）（平成（平
成28年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他
大平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）（平成（平
成29年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他
大平洋島嶼国リーダー教育支援プログラム（Pacific-LEADS）（平成（平
成30年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 留学生交流 その他 シリア平和への架け橋・人材育成プログラム（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 シリア平和への架け橋・人材育成プログラム（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 シリア平和への架け橋・人材育成プログラム（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 シリア平和への架け橋・人材育成プログラム（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 シリア平和への架け橋・人材育成プログラム（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

日系研修員受入事業（平成28年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

日系研修員受入事業（平成29年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

日系研修員受入事業（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

日系研修員受入事業（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究員
外国人受託
研修員

日系研修員受入事業（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成28年度～令和2年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 研修員受入（学位課程就学者）委託契約（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 研修員受入（学位課程就学者）委託契約（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 留学生交流 その他 研修員受入（学位課程就学者）委託契約（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄

庶務 会議
学内会議・
委員会

琉球大学-JICA沖縄連絡協議会・JICAプロジェクトチーム関係（平成30
年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

琉球大学-JICA沖縄連絡協議会・JICAプロジェクトチーム関係（平成31
年度）

総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～平成31年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 JICA課題別研修（保健医療分野）（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 JICA課題別研修（保健医療分野）（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 JICA課題別研修（保健医療分野）（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 その他（JICA関連通知・募集等）（平成30年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 その他（JICA関連通知・募集等）（平成31年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究協力 その他 その他（JICA関連通知・募集等）（令和2年度）
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成30年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(平成27年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2015年度 2016/4/1 10年 2026/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(平成28年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2016年度 2017/4/1 10年 2027/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(平成29年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2017年度 2018/4/1 10年 2028/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(平成30年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2018年度 2019/4/1 10年 2029/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(平成31年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊

庶務 研究支援 その他 外国人研究者支援室関係(令和2年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 国際連携推進課事務室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 平成27年度～令和2年度まで合冊
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庶務 会議
学内会議・
委員会

国際協力事業支援委員会(令和元年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2019年度 2020/4/1 10年 2030/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 令和元年度～令和2年度まで合冊

庶務 会議
学内会議・
委員会

国際協力事業支援委員会(令和2年度)
総合企画戦略部国際連携推進課国際
学術係

2020年度 2021/4/1 10年 2031/3/31 紙 総合企画戦略部会議室 総合企画戦略部国際連携推進課課長 廃棄 令和元年度～令和2年度まで合冊
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