
　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

共通 法規等 一般 （平成１３年度）業務方法書 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般 （平成１６年度）業務方法書 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般 （平成１８年度）業務方法書 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般 （平成２２年度）業務方法書
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般 （平成１３年度）中期目標 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１６年度）中期目標 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１８年度）中期目標 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成２２年度）中期目標 企画調整部企画評価室 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１３年度）中期計画 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１６年度）中期計画 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１８年度）中期計画 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成１９年度）中期計画 企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成２０年度）中期計画 企画調整部企画評価室 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成２２年度）中期計画 企画調整部企画評価室 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 一般 （平成２２年度）年度計画
企画調整部企画評価室
研究企画科

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１２年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１３年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課課長補佐 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１４年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１５年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考
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共通 法規等 一般
（平成１６年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１７年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課課長補佐 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１８年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課
課長補佐（総務）

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１９年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課
課長補佐（総務）

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２０年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１３年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１４年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１５年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１６年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１７年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１８年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１９年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１３年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１４年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１５年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１６年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１７年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１８年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１９年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部庶務課厚生係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄
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共通 法規等 一般
（平成１７年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部会計課専門職 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１８年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部財務課
課長補佐（経理）

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成１９年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部財務課
課長補佐（経理）

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２０年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部財務課決算係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部財務課決算係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１３年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

沖縄支所庶務課会計係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１４年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

沖縄支所庶務課会計係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１５年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

沖縄支所庶務課会計係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１６年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

沖縄支所庶務課会計係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１７年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

沖縄支所庶務課会計係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１８年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部総務課会計係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成１９年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの）

総務部総務課会計係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成２１年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出及び報告等に関
する文書（重要なもの）

総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２１年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出及び報告等に関
する文書（重要なもの）

総務部財務課決算係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部財務課決算係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出及び報告等に関
する文書（重要なもの）

総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出及び報告等に関
する文書（重要なもの）

総務部財務課決算係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部財務課決算係 廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの以外）

総務部庶務課
課長補佐（総務）

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令等に基づく、許可、認可、承認、届出、及び報告等に
関する文書（重要なもの以外）

総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令又は規程等に関する通知、調査、照会、回答又は報
告等に関する文書(重要なもの）

企画調整部研究支援室研究業
務推進科業務推進第1係

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室研
究業務推進科業務推進係

廃棄

共通 法規等 一般
（平成２２年度）法令又は規程等に関する通知、調査、照会、回答又は報
告等に関する文書(重要なもの）

監査室 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 監査室 廃棄
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共通 法規等 評価 （平成１３年度）法人の評価に関する文書 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１４年度）法人の評価に関する文書 企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１５年度）法人の評価に関する文書 企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１６年度）法人の評価に関する文書 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１７年度）法人の評価に関する文書 企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１８年度）法人の評価に関する文書 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成１９年度）法人の評価に関する文書 企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成２０年度）法人の評価に関する文書 企画調整部企画評価室 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成２１年度）法人の評価に関する文書 企画調整部企画評価室 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 評価 （平成２２年度）法人の評価に関する文書
企画調整部企画評価室
研究評価科

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課会計係 1992年度 30 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課会計係 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄
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共通 法規等 内部規程 (平成１０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部連絡調整科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究交流科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部情報資料課 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課厚生係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課課長補佐 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課専門職（監査） 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課会計係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課監査係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課用度係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄
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共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
専門職（海外服務）

2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
調整係

2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科業務推進
係

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１３年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部連絡調整科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究交流科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部情報資料課 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課厚生係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課専門職（監査） 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課会計係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課監査係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課用度係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
専門職（海外服務）

2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
調整係

2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科業務推進
係

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１４年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部連絡調整科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究交流科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部情報資料課 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課厚生係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課専門職（監査） 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課会計係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課監査係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課用度係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
専門職（海外服務）

2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
調整係

2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科業務推進
係

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１５年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部連絡調整科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究交流科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

7/35



　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部情報資料課 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課厚生係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課専門職（監査） 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課会計係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課監査係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部会計課用度係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
専門職（海外服務）

2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部海外業務管理課
調整係

2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科業務推進
係

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１６年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部連絡調整科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部研究交流科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部国際研究広報官 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１７年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
研究支援室連絡調整科

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
広報室研究交流科

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部広報室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１８年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部総務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
研究支援室連絡調整科

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部研究支援室
研究業務推進科

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
広報室研究交流科

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部広報室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成１９年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部総務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部企画評価室 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
研究支援室連絡調整科

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部知的財産専門職 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部広報室広報科 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部広報室
情報資料科

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄
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共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（経理）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（用度）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 (平成２０年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部総務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 企画調整部企画評価室 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 企画連携部企画管理室 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部企画評価室
研究企画科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部企画評価室
研究評価科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究企画科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部
研究支援室連絡調整科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部研究支援室
研究業務推進科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部広報室
研究交流科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部広報室
ネットワーク係

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
デジタル科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課厚生係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事第２係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄
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共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（経理）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部財務課支出係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部財務課審査係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（用度）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２１年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部総務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部研究支援室
連絡調整科連絡調整係

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
連絡調整科連絡調整係

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部研究支援室研究業
務推進科業務推進第1係

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室研
究業務推進科業務推進係

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部広報室
情報資料科

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
情報広報室
広報資料科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
企画調整部広報室
情報資料科ネットワーク係

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
デジタル科

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部庶務課人事第２係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（経理）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（経理）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部財務課支出係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部財務課支出係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書
総務部財務課
課長補佐（用度）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部財務課調達係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部財務課調達係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部財務課用度係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄

共通 法規等 内部規程 （平成２２年度）内部規程の制定又は改廃に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

共通 訴訟等 訴訟 (平成１３年度)不服申立及び訴訟に関する文書 総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

共通 法規等 訴訟 (平成１４年度)不服申立及び訴訟に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

共通 法規等 訴訟 (平成１５年度)不服申立及び訴訟に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

共通 法規等 訴訟 (平成１６年度)不服申立及び訴訟に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

共通 監 査 監査 （平成２２年度）監事監査に関する文書 監査室 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 監査室 廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用 （平成２２年度）国際規制物質に関する文書
企画調整部企画評価室
研究企画科

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成６年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する文
書

企画調整部研究企画科 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成７年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する文
書

企画調整部研究企画科 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成８年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する文
書

企画調整部研究企画科 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成９年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する文
書

企画調整部研究企画科 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１０年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１１年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１２年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１３年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１４年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１５年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１６年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１７年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１８年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成１９年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用
(平成２０年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

企画調整部企画評価室 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 原子力利用 （平成２２年度）アイソトープの利用に関する文書
企画調整部企画評価室
研究企画科

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 組換えDNA （平成２２年度）組換えＤＮＡ、組換え体に関する文書
企画調整部企画評価室
研究評価科

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
企画連携部研究基盤室
安全管理科

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成２年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1990年度 30 2021年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成３年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成３年度）知的所有権に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成４年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1992年度 30 2023年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成５年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成６年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成６年度）知的所有権に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成７年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成８年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成９年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１０年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１１年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１２年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１３年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１４年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１５年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１６年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１７年度）知的所有権に関する文書 企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１８年度）知的所有権に関する文書 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成１９年度）知的所有権に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成２０年度）知的所有権に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 （平成２１年度）知的所有権に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 （平成２２年度）知的所有権に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 知的所有権 (平成２０年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成８年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成９年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１０年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１１年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１２年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１３年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１４年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１５年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１６年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１７年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書 総務部会計課課長補佐 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 会計一般 特許権 （平成１８年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室
研究業務推進科科長補佐

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

総務 会計一般 特許権 （平成１９年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 特許権 （平成２１年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 企画調整 特許権 （平成２２年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室研究業
務推進科業務推進第1係

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室研
究業務推進科業務推進係

廃棄

調査及び研究 企画調整 特許権 （平成２２年度）特許権等の管理及び実施許諾に関する文書
企画調整部研究支援室
知的財産専門職

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
知的財産専門職

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成３年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成４年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1992年度 30 2023年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成５年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成６年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成７年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成８年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成９年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なもの 企画調整部研究企画科 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１０年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１２年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１３年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１４年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１５年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１６年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１７年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１８年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成１９年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成２０年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部
企画評価室研究企画科

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成２０年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部
企画評価室研究企画科

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 （平成２２年度）国際共同研究及び技術協力に関する文書（重要なもの）
企画調整部
企画評価室研究企画科

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般
(平成２０年度)国際共同研究及び技術協力に関する文書のうち重要なも
の

企画調整部
広報室研究交流科

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
企画連携部情報広報室
連携交流科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 （平成２１年度）国際共同研究及び技術協力に関する文書（重要なもの）
企画調整部企画評価室
研究企画科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 （平成２１年度）国際共同研究及び技術協力に関する文書（重要なもの）
企画調整部企画評価室
研究評価科

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１３年度)二国間協定に関する文書 企画調整部研究企画科 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１４年度)二国間協定に関する文書 企画調整部研究企画科 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１５年度)二国間協定に関する文書 企画調整部研究企画科 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１６年度)二国間協定に関する文書 企画調整部研究企画科 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１７年度)二国間協定に関する文書 企画調整部研究企画科 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１８年度)二国間協定に関する文書 企画調整部企画評価室 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

調査及び研究 国際研究協力 一般 (平成１９年度)二国間協定に関する文書 企画調整部企画評価室 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部企画管理室
研究管理科

廃棄

総務 一般 登記 （平成１３年度）登記に関する文書 総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

総務 一般 登記 （平成１５年度）登記に関する文書 総務部庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

総務 一般 登記 （平成１７年度）登記に関する文書 総務部庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管

総務 一般 登記 （平成１９年度）登記に関する文書 総務部庶務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 移管
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 一般 公印 （平成８年度）公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 総務部庶務課庶務係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 一般 公印 （平成９年度）公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 総務部庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 一般 公印 （平成１２年度）公印の作成、改刻及び廃止に関する文書 総務部庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1990年度 30 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成３年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成３年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成４年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成４年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1992年度 30 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成５年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成５年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成６年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成６年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成７年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成７年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成８年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 平成８年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成９年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成９年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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総務 文書 帳票帳簿類 （平成１０年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１０年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１１ 年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１１年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１２年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１２年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１３年）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１３年）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１３年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１３年度）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１４年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１４年度）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１５年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１５年度）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１６年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１６年度）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１７年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１７年度）文書原簿 沖縄支所庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１８年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄
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総務 文書 帳票帳簿類 （平成１８年度）文書原簿 総務部総務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１９年度）文書原簿 総務部庶務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成１９年度）文書原簿 総務部総務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２０年度）文書原簿・文書ファイル管理簿
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２０年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部庶務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２０年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部総務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２１年度）文書原簿・文書ファイル管理簿
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２１年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部庶務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２１年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部総務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２２年度）文書原簿・文書ファイル管理簿
総務部庶務課
課長補佐（総務）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（総務）

廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２２年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部庶務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 文書 帳票帳簿類 （平成２２年度）文書原簿・文書ファイル管理簿 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 文書 情報公開 （平成１８年度）情報公開に係る開示請求又は開示決定等に関する文書 総務部庶務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課庶務係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成３年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成４年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成５年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成６年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成７年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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総務 人事 任免 （平成８年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成９年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１０年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１１年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１２年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１３年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１４年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１５年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１６年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１７年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１８年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１９年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２０年度）役職員の任免に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 任免 （平成２０年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２０年度）役職員の任免に関する文書 総務部総務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２１年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２１年度）役職員の任免に関する文書 総務部総務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２２年度）役職員の任免に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２２年度）役職員の任免に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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総務 人事 任免 （平成２年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成３年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成４年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成５年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成６年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成７年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成８年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成９年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１０年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１１年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１２年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１３年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１４年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１５年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１６年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１７年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１８年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成１９年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 任免 （平成２１年度）国際機関等への派遣職員に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 給与 （平成２年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1990年度 30 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成３年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成３年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成４年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成４年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1992年度 30 2023年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成５年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成５年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成６年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成６年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成７年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成７年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成８年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成８年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1996年度 30 2027年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成９年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成９年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１０年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１０年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1998年度 30 2029年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１１ 年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 給与 （平成１１年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１２年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１２年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１３年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１３年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１４年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１４年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１５年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１５年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１６年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１６年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１７年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１７年度）昇級、昇格に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１８年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１８年度）昇級、昇格に関する文書 総務部総務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１９年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１９年度）昇級、昇格に関する文書 総務部総務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２０年度）昇級、昇格に関する文書 総務部庶務課人事係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２１年度）昇給、昇格等に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 給与 （平成２２年度）昇給、昇格等に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２２年度）昇級、昇格に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成３年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成４年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成５年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成６年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成７年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成８年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成９年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１０年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１１年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１２年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１３年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１４年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１５年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１６年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１７年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成１８年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 給与 （平成１９年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２１年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 給与 （平成２２年度）給与の決定等に関する文書 総務部庶務課人事第１係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成２年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成３年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成３年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1991年度 30 2022年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成４年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成５年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成５年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1993年度 30 2024年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成６年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成６年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成７年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成７年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1995年度 30 2026年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成８年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成９年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成９年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1997年度 30 2028年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１０年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１１年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１１年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 人事記録 （平成１２年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１２年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１３年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１３年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１４年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１４年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１５年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１５年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１６年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１６年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１７年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１７年度）人事記録及びその附属書類 沖縄支所庶務課庶務係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１８年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１８年度）人事記録及びその附属書類 総務部総務課庶務係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１９年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成１９年度）人事記録及びその附属書類 総務部総務課庶務係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成２０年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成２０年度）人事記録及びその附属書類 総務部総務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成２１年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事第１係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 人事記録 （平成２１年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事第２係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 人事記録 （平成２２年度）人事記録及びその附属書類 総務部庶務課人事第２係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成２年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成３年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成４年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成５年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成６年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成７年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成８年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成９年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１０年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１１年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１２年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１３年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１４年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１５年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１６年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１７年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 組織・定員 （平成１８年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄
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　国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法人文書ファイル管理簿 令和３年度期末

大分類 中分類 小分類

保存期間
満了時期

文書分類
法人文書ファイル名 作成者 作成(取得)時期

保存
期間
（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 人事 組織・定員 （平成１９年度）組織・定員に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第１係 廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成２年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成３年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成４年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成５年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成６年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成７年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成８年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成９年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１０年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１１年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１２年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１３年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１４年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１５年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１６年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１７年度）分限及び懲戒に関する文書 総務部庶務課課長補佐 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１８年度）分限及び懲戒に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 人事 分限懲戒 （平成１９年度）分限及び懲戒に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄
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総務 人事 叙勲 （平成２年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1990年度 30 2021年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成３年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1991年度 30 2022年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成４年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1992年度 30 2023年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成５年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1993年度 30 2024年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成６年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1994年度 30 2025年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成７年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1995年度 30 2026年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成８年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1996年度 30 2027年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲 （平成９年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なもの） 総務部庶務課人事係 1997年度 30 2028年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１０年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 1998年度 30 2029年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１１年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 1999年度 30 2030年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１２年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2000年度 30 2031年度末 紙 文書庫 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１３年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１４年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１５年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１６年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１７年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１８年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成１９年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 人事 叙勲
（平成２０年度）叙位、叙勲、報償に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄
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総務 職員管理 叙勲
（平成２１年度）叙位、叙勲、褒賞に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事第２係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 職員管理 叙勲
（平成２２年度）叙位、叙勲、褒賞に関する文書（表彰に関する重要なも
の）

総務部庶務課人事第２係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課人事第２係 廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１３年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１３年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１４年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１４年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１５年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１５年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１６年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１６年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１７年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１７年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１８年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１８年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１９年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１９年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２０年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２１年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2009年度 30 2040年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２２年度）労働組合との協定協約に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄
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総務 職員管理 労務 （平成２２年度）労働組合との協定協約に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１３年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１３年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１４年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１４年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１５年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１５年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１６年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１６年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１７年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
専門職（労務・人事）

2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１７年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１８年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１８年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１９年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成１９年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部庶務課人事係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２０年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部総務課庶務係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２１年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部総務課庶務係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２２年度）労務に係る事項の監督官庁への届出等に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 職員管理 労務 （平成２２年度）団体交渉、労使懇談会等に関する文書
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
総務部庶務課
課長補佐（労務・人事）

廃棄
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（年）

媒体種別 保存場所 管理担当課・係
保存期間満了

時の措置
備考

総務 職員管理 労務 （平成２２年度）団体交渉、労使懇談会等に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成６年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文
書

総務部庶務課厚生係 1994年度 30 2025年度末 紙 作業室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害 （平成６年度）公務災害の認定及び補償額の決定・支出に関する文書 沖縄支所庶務課庶務係 1994年度 30 2025年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１１年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 1999年度 30 2030年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１２年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2000年度 30 2031年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１３年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１４年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１５年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１６年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１７年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成１８年度）公務・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成２２年度）労働・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部庶務課厚生係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 厚生 公務災害
（平成２２年度）労働・通勤災害の認定及び補償額の決定・支出に関する
文書

総務部総務課庶務係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部庶務課厚生係 廃棄

総務 会計一般 検査 （平成２２年度）会計検査院の検査に関する文書 財務課 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 財務課 廃棄

総務 会計一般 検査 （平成２２年度）会計検査院の検査に関する文書 監査室 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 監査室 廃棄

総務 会計一般 計算証明 （平成２２年度）計算証明書類に関する文書 総務部財務課決算係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部財務課決算係 廃棄

総務 会計一般 計算証明 （平成２２年度）計算証明書類に関する文書 総務部財務課審査係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 会計一般 監査 （平成２２年度）会計監査法人の監査等に関する文書 監査室 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 監査室 廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１３年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部会計課主計係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄
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総務 会計一般 出資金 （平成１４年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部会計課主計係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１５年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部会計課主計係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１６年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部会計課主計係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１７年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部会計課主計係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１８年度）出資金の受け入れ等に関する文書 総務部財務課予算・決算係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 会計一般 出資金 （平成１９年度）出資金の受け入れ等に関する文書
企画調整部研究支援室
研究業務推進科予算係

2007年度 30 2038年度末 紙 事務室
企画連携部研究支援室
研究業務推進科予算係

廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１３年度）総勘定元帳 総務部会計課監査係 2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１４年度）総勘定元帳 総務部会計課監査係 2002年度 30 2033年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１５年度）総勘定元帳 総務部会計課監査係 2003年度 30 2034年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１６年度）総勘定元帳 総務部会計課監査係 2004年度 30 2035年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１７年度）総勘定元帳 総務部会計課監査係 2005年度 30 2036年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１８年度）総勘定元帳 総務部財務課審査係 2006年度 30 2037年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成１９年度）総勘定元帳 総務部財務課審査係 2007年度 30 2038年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成２０年度）総勘定元帳 総務部財務課審査係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 帳簿 （平成２２年度）消費税等 総務部財務課決算係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部財務課審査係 廃棄

総務 経理 一般
(平成２２年度)契約に関する文書でその契約期間が特に長期にわたるも
の

総務部総務課会計係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄

総務 資産管理 建物等管理
（平成２０年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

総務部財務課
課長補佐（用度）

2008年度 30 2039年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

総務 資産管理 建物等管理
（平成２２年度）法令等に基づく許可申請並びに届出及び変更等に関する
文書

総務部財務課
課長補佐（用度）

2010年度 30 2041年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１３年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部会計課施設管理係 2001年度 30 2032年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄
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総務 資産管理 一般 （平成１４年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部会計課施設管理係 2002年度 30 2033年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１５年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部会計課施設管理係 2003年度 30 2034年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１６年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部会計課施設管理係 2004年度 30 2035年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１７年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部会計課施設管理係 2005年度 30 2036年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１８年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部財務課施設管理係 2006年度 30 2037年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１９年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部財務課施設管理係 2007年度 30 2038年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成２０年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部財務課施設管理係 2008年度 30 2039年度末 紙 事務室 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成２１年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部財務課施設管理係 2009年度 30 2040年度末 紙 事務室 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成２２年度）固定資産の出資及び引継等に関する文書 総務部財務課施設管理係 2010年度 30 2041年度末 紙 事務室 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 一般 （平成１３年度）独立行政法人化に伴う物品の引継について
総務部海外業務管理課
海外物品係

2001年度 30 2032年度末 紙 事務室 総務部財務課用度係 廃棄

総務 資産管理 登記 （平成１３年度）不動産の登記に関する文書 総務部会計課施設管理係 2001年度 30 2032年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 移管

総務 資産管理 帳簿 （平成１３年度）不動産台帳 総務部会計課施設管理係 2001年度 30 2032年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１３年度）固定資産台帳 総務部会計課施設管理係 2001年度 30 2032年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１４年度）固定資産台帳 総務部会計課施設管理係 2002年度 30 2033年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１５年度）固定資産台帳 総務部会計課施設管理係 2003年度 30 2034年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１６年度）固定資産台帳 総務部会計課施設管理係 2004年度 30 2035年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１７年度）固定資産台帳 総務部会計課施設管理係 2005年度 30 2036年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１８年度）固定資産台帳 総務部財務課施設管理係 2006年度 30 2037年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成１９年度）固定資産台帳 総務部財務課施設管理係 2007年度 30 2038年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄
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総務 資産管理 帳簿 （平成２０年度）固定資産台帳 総務部財務課施設管理係 2008年度 30 2039年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 帳簿 （平成２１年度）固定資産台帳 総務部財務課施設管理係 2009年度 30 2040年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成１３年度）不動産の取得及び処分に関する文書(重要なもの) 総務部会計課施設管理係 2001年度 30 2032年度末 紙 文書庫 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成２２年度）不動産の取得及び処分に関する文書(重要なもの以外)
総務部財務課
課長補佐（用度）

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成２２年度）不動産の取得及び処分に関する文書(重要なもの以外) 総務部財務課施設管理係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部財務課施設管理係 廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成２２年度）不動産の貸付・借受・寄附・譲受に関する文書
総務部財務課
課長補佐（用度）

2010年度 10 2021年度末 紙 事務室
総務部財務課
課長補佐（用度）

廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成２２年度）不動産の貸付・借受・寄附・譲受に関する文書 総務部総務課庶務係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課庶務係 廃棄

総務 資産管理 不動産管理 （平成２２年度）不動産の貸付・借受・寄附・譲受に関する文書 総務部総務課会計係 2010年度 10 2021年度末 紙 事務室 総務部総務課会計係 廃棄
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