
独立行政法人経済産業研究所　総括文書管理者

大分類 中分類

平成２２年度

2010年度 研究支援 委託・契約 H22年度①「日本企業の海外現地法人に対するインボイス通貨選択アンケート調査」 研究支援マネージャー 2011年4月1日 5年 2016年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
資料を参照する必要があるため、保存期間満了日を2024年3月31日とす
る。
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2021年3月31日）

2010年度 研究支援 委託・契約 H22年度②「日本におけるサードセクターの経営実態に関する調査」 研究支援マネージャー 2011年4月1日 5年 2016年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
資料を参照する必要があるため、保存期間満了日を2024年3月31日とす
る。
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2021年3月31日）

2010年度 研究支援 委託・契約 H22年度③「人材育成に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2011年4月1日 5年 2016年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
資料を参照する必要があるため、保存期間満了日を2024年3月31日とす
る。
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2021年3月31日）

2010年度 研究支援 委託・契約 H22年度小額随契 研究支援マネージャー 2011年4月1日 5年 2016年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
資料を参照する必要があるため、保存期間満了日を2024年3月31日とす
る。
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2021年3月31日）

平成２３年度

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度①「貿易政策への指示に関する調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度②「くらしと健康の調査(調布市)」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度③「くらしと健康の調査（足立区・金沢市）」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度④「組織と人材管理・育成に関する企業インタビュー調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑤「新商品・新サービスの開発プロセスに関する調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑥「企業経営と経済政策に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑦「東日本大震災による企業の被災に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑧「人的資本形成とワークライフバランスに関する企業・従業員調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑨「大震災後の再生可能エネルギー需要に関する調査」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度⑩「経済産業研究所データベース業務」 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 研究支援 委託・契約 H23年度小額随契 研究支援マネージャー 2012年4月1日 5年 2017年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）
2017.4.1 保存期間を10年に訂正（保存期間満了日：2022年3月31日）

2011年度 政策史 資料 通商産業政策史編纂資料集（３） 研究・政策史マネージャー 2012年4月1日 10年 2022年4月1日 紙 政策史　執務室内 研究調整ディレクター 移管 2021年11月、基準表の保存期間を20年に変更
保存期間満了日：2032年3月31日

2011年度 政策史 資料 通商産業政策史編纂資料集（９） 研究・政策史マネージャー 2012年4月1日 10年 2022年4月1日 紙 政策史　執務室内 研究調整ディレクター 移管 2021年11月、基準表の保存期間を20年に変更
保存期間満了日：2032年3月31日

平成２４年度

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度①日本企業のコーポレート・ガバナンスに関する調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度②「日本のものづくりニッチトップ企業に関する調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度③「組織と人材管理・育成に関する企業インタビュー調査(2回目）」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度④「ベンチャーの起業意識に関するインターネット調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑤日本におけるサードセクターの経営実態に関する調査（2回目）」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑥「多様化する正規・非正規労働者の就業行動と意識に関するWeb調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑦「企業経営のグローバル化とダイバーシティの取り組みに関する実態調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑧「無形資産投資についてのアンケート調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑨「日本経済の展望と経済政策に関するアンケート調査」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑩「人的資本形成とワークライフバランスに関する企業･従業員調査（2回目）」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 研究支援 委託・契約 H24年度⑪「男女の人材活用に関する調査（中国・韓国）」(写) 研究支援マネージャー 2013年4月1日 5年 2018年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2023年3月31日）

2012年度 計量分析・
データ

申請データ 目的外利用申請書1/2（写）（H24） 研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

平成２２年度～令和２年度　独立行政法人経済産業研究所法人文書ファイル管理簿　（研究グループ）

令和4年4月1日

整理番号
作成・取得

年度等

分類 名　　称
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間
保存期間満了

日
媒体の
種別

保存場所 管理者
保存期間満
了時の措置

備考



独立行政法人経済産業研究所　総括文書管理者

大分類 中分類

平成２２年度～令和２年度　独立行政法人経済産業研究所法人文書ファイル管理簿　（研究グループ）

令和4年4月1日

整理番号
作成・取得

年度等

分類 名　　称
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間
保存期間満了

日
媒体の
種別

保存場所 管理者
保存期間満
了時の措置

備考

2012年度 計量分析・
データ

申請データ 目的外利用処置報告3/3（写）（H24） 研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2012年度 計量分析・
データ

申請データ 開発データセット申請書（写）（H24） 研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2012年度 計量分析・
データ

申請データ 開発データセット報告書（写）（H24） 研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2012年度 政策史 資料 通商産業政策史編纂資料集(2) 研究G政策史 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 執務室内 研究G政策史 移管 2021年11月、基準表の保存期間を20年に変更
保存期間満了日：2033年3月31日

2012年度 政策史 資料 通商産業政策史編纂資料集(7) 研究G政策史 2013年4月1日 10年 2023年3月31日 紙 執務室内 研究G政策史 移管 2021年11月、基準表の保存期間を20年に変更
保存期間満了日：2033年3月31日

平成２５年度

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度①「心の健康の増進が経済活動に与える効果を検証するためのWEB調査」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月31日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度②「日本企業の貿易建値通貨の選択に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月31日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度③「タイ国工業団地及び企業の地理情報・洪水被害に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月32日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度④「くらしと健康の調査（足立区・金沢市・調布市）」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月33日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度⑤「くらしと健康の調査（滝川市・白川町）」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月34日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度⑥「人的資本形成とワークライフバランス調査に関する企業・従業員調査」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月31日）

2013年度 研究支援 委託・契約 H25年度 少額随契　「RIETI「発明者サーベイ」（発明の科学的な源泉）にかかる追加サーベイ」 研究支援マネージャー 2014年3月31日 5年 2019年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄
部署で再検討した結果保存期間を１０年とする事が望ましいと（研究での
活用など）したため保存期間を10年に訂正  （保存期間満了日：2024年3
月31日）

2013年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/5（H25） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2013年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請処置報告（H25） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

平成２６度

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度①「経済産業研究所データベース業務」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度②「日本におけるサードセクターの経営実態に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度③「金融円滑化法期限後における企業と金融機関関係実態調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度④「インターネットを使った心の健康法が経済活動に与える効果を検証するためのWEB調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度⑤「日本企業の海外現地法人に対するインボイス通貨選択アンケート調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度⑥「人的資本形成とワークライフバランス調査に関する企業・従業員調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度⑥「正社員・非正社員の多様な働き方と意識に関するWeb調査] 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度⑧「技術ノウハウとその管理に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 研究支援 委託・契約 H26年度⑨「企業・従業員マッチパネルデータを用いた労働市場研究調査] 研究支援マネージャー 2015年3月31日 5年 2020年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/4（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2014年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請処置報告1/2（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2014年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

2014年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度
計量分析・

データ
遠隔操作システム 遠隔操作システム調達（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 ※第二期調達支援資料

2014年度
計量分析・

データ
購入データ データ購入契約（伺書写）（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄

2014年度
計量分析・

データ
購入データ オンラインデータ利用契約（伺書写）（H26）　 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄

2014年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請（H26） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

2014年度 計量分析・
データ

申請データ ＪＳＴＡＲプロジェクト関連（H26）
研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

平成２７年度

27-20 2015年度 研究支援 プロジェクト 京都大学との共同研究関係（H27） 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄
契約書の保存期間が10年であるため、関連資料も保存期間を10年に訂
正
（保存期間満了日：2026年3月31日）
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27-28 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度①「企業の災害保険需要に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-29 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度②「インターネットを使った心の健康法の効果を検証するためのWeb調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-30 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度③「経済政策と企業経営に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-31 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度④「音声感情認識技術と心理指標・消費マインドの関係を検証するためのWeb調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-32 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑤「移民政策への支持に関するWeb調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-33 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑥「新製品開発におけるチームのダイバーシティに関する調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-34 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑥「モノづくりにおけるビッグデータ活用とイノベーションに関する実態調査] 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-35 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑧「躾と生活環境に関するWeb調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-36 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑨「企業・従業員マッチパネルデータを用いた労働市場研究調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-37 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度⑩「日本企業のグローバル活動に関する調査」 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

27-38 2015年度 研究支援 委託・契約 H27年度 少額随契 研究支援マネージャー 2016年4月1日 5年 2021年3月31日 紙/電子媒体事務室書庫/サーバー 研究調整ディレクター 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2026年3月31日）

10-27-4-
①

2015年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/12（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-27-4-
③

2015年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請3/12（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄

10-27-6 2015年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請（H27）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-27-8-
①

2015年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-27-8-
②

2015年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-27-10 2015年度
計量分析・

データ
遠隔操作システム 遠隔操作システム調達（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 第三期遠隔操作システム調達のために使用中。第三期遠隔操作システ
ム調達完了後起算日・保存期間・期間満了日を定める

10-27-14-
①

2015年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請1/2（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-27-14-
②

2015年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請2/2（H27） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-27-18 2015年度 計量分析・
データ

一般 世界貿易取引額表 RIETI-TID（H27～）
研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

平成２８年度

18-2016-1 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度①「くらしと健康の調査（足立区・金沢市・調布市）」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-2 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度②「経済の構造変化・経済政策と生活・消費に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-3 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度③「現場からみた地方創生に向けた地域金融の現状と課題に関する実態調査」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-4 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度④「自動運転車の潜在需要に関するWeb調査」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-5 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度⑤「人的資本形成とワークライフバランスに関する企業・従業員調査」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-6 2016年度 研究支援 委託・契約 平成28年度⑥「日米における仕事とテクノロジーに関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

18-2016-7 2016年度 研究支援 委託・契約 H28年度 小額随契 研究支援マネージャー 2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄 保存期間を10年に訂正
（保存期間満了日：2027年3月30日）

6-2016-19 2016年度 研究支援 プロジェクト 28FYディスカッションペーパー確認書／ポリシーディスカッションペーパー確認書 研究支援マネージャー 2017年4月1日 3年 2020年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。
（保存期間満了日：2023年3月31日）
未公表のDP/PDPの執筆者分が含まれているため、保存期間を５年に延
長する（保存期間満了日：2022年3月31日）

10-28-4-
⑫

2016年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請12/13（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-28-5-
①

2016年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請1/2（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-28-6-
①

2016年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-28-6-
②

2016年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-28-7 2016年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲプロジェクト関連（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-28-8 2016年度
計量分析・

データ
遠隔操作システム 遠隔操作システム（H28～）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、第二期遠隔操作システム廃棄後、起算日・保存期間・期間

満了日を定める

10-28-12-
①

2016年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請1/2（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-28-12-
②

2016年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請2/2（H28）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-28-13 2016年度
計量分析・

データ
一般 旅行命令/依頼簿（Ｈ28～）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄
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10-28-14 2015年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募　世界貿易取引額表 RIETI-TID（H26）
研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2017年4月1日 5年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-28-15 2016年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募　RIETI-TID（H28）
研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄

平成２９年度

18-2017-1 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度①「日本におけるサードセクターの経営実態に関する調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-2 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度②「IoTへの取り組みに関する調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-3 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度③「管理職の職務・組織環境等に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-4 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度④「企業において発生するデータに関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-5 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑤「企業の事業計画と予測に関する調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-6 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑥「日本企業の貿易建値通貨の選択に関するアンケート調査 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-7 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑦「経済の構造変化と生活・消費に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-8 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑧「転勤・異動・定年に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-9 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑨「起業活動に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-10 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑩「生活環境と幸福感に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-11 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度⑪「人的資本形成とワークライフバランスに関する企業・従業員調査」 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2017-12 2017年度 研究支援 委託・契約 平成29年度 小額随契 研究支援マネージャー 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙/電子媒体研究支援 執務室書庫/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

6-2017-17 2017年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（H29）① 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-18 2017年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（H29）② 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-19 2017年度 研究支援 プロジェクト 29FYディスカッションペーパー確認書／ポリシーディスカッションペーパー確認書 研究支援マネージャー 2018年4月1日 3年 2021年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄 未公表のDP/PDPの執筆者分が含まれているため、保存期間を５年に延
長する（保存期間満了日：2023年3月31日）

6-2017-21 2017年度 研究支援 プロジェクト 京都大学との共同研究関係（H29） 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-22 2017年度 研究支援 プロジェクト 科学研究費（H29) 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-23 2017年度 研究支援 プロジェクト 科学研究費（H29)（分担者） 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-24 2017年度 研究支援 プロジェクト ポスト「京」契約関連 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-41 2017年度 研究支援 プロジェクト ワークショップ 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子媒体 個人情報保護\20_研究G\21_研究調整\03_研
究支援\ワークショップ

研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-42 2017年度 研究支援 プロジェクト H29年度（2017.4.1-2018.3.31）開催セミナー資料 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子媒体 共有ドライブ_22研究活動 研究調整ディレクター 廃棄

6-2017-43 2017年度 研究支援 プロジェクト H29年度（2017.4.1-2018.3.31）研究会資料、セミナー出席者一覧・謝金、METI案内先 研究支援マネージャー 2018年4月1日 5年 2023年3月31日 電子媒体 個人情報保護_20_研究G_
21_研究調整_03_研究支援

研究調整ディレクター 廃棄 \\Ifil002

6-2017-44 2017年度 研究支援 プロジェクト 研究会等出席経路申請 研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\05
研究会等出席経路申請

研究調整ディレクター 廃棄 平成２８年度「研究会出席経路申請伺書 （写）（H26)(H27)（H28）」を廃棄
とし、整理し新に登録

6-2017-45 2017年度 研究支援 プロジェクト ＲＩＥＴＩマップ 研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中のため

6-2017-47 2017年度 研究支援 プロジェクト 各種様式 研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中のため

6-2017-49 2017年度 研究支援 プロジェクト 研究契約関連 研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整 研究調整ディレクター 廃棄 契約が継続中のため、継続使用.

10-29-4-
①

2017年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/13（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-29-5-
①

2017年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請1/3（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-29-5-
②

2017年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請2/3（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-29-5-
③

2017年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請3/3（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-29-6-
①

2017年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-29-6-
②

2017年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-29-7 2017年度
計量分析・

データ
遠隔操作システム 遠隔操作システム（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 3年 2022年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 2022.4.1 業務上資料を参照する必要があるため、保存期間を延長する。

（保存期間満了日：2025年3月31日）

10-29-8 2017年度
計量分析・

データ
購入データ データ購入契約（伺書写）（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-29-9 2017年度
計量分析・

データ
購入データ オンラインデータ利用契約（伺書写）（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2018年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-29-11-
①

2017年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請1/2（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める
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10-29-11-
②

2017年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請2/2（H29）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

2018-1 2017年度 政策史 会議 編纂委員会(H18FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-2 2017年度 政策史 会議 編纂準備会合(H18FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-3 2017年度 政策史 会議 編纂幹事会(H18FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-4 2017年度 政策史 会議 編纂委員会(H19FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-5 2017年度 政策史 調査研究 意見交換（H19FY） 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 電子媒体 RIETIサーバー 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-6 2017年度 政策史 会議 編纂委員会(H20FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-7 2017年度 政策史 会議 中間報告会(H20FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-8 2017年度 政策史 会議 編纂幹事会(H20FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-9 2017年度 政策史 会議 編纂委員会（Ｈ21ＦＹ） 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-10 2017年度 政策史 会議 編纂幹事会(H21FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

2018-11 2017年度 政策史 会議 査読部会（H21FY) 政策史チーフ 2018年4月1日 10年 2028年3月31日 紙 事務室 政策史チーフ 廃棄 再調整

平成３０年度

18-2018-1 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度①「潜在的創業者および起業支援投資家の特徴と意思決定に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-2 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度②「売上の多様化に関する調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-3 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度③「事業継続計画（BCP）に関する企業意識調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-4 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度④「在宅介護サービスの需要に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-5 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑤「モノづくりの変化と新たな製品・サービス開発に関する実態調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-6 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑥「経済政策と企業経営に関するアンケート調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-7 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑦「日本企業の海外現地法人に対するインボイス通貨選択アンケート調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-8 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑧「医療における人工知能についてのインターネット調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-9 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑨「全世代的な教育・訓練と認知・非認知能力に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-10 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑩「政治と社会、経済に関するインターネット調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-11 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑪「企業の越境データ移動に関する調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-12 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度⑫「自然災害に対する中小企業の備えと地域金融機関による支援についての調査」 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

18-2018-13 2018年度 研究支援 委託・契約 平成30年度 小額随契 研究支援マネージャー 2019年4月1日 10年 2029年3月31日 紙/電子媒体研究支援事務室キャビネA/サーバー 究調整副ディレクタ 廃棄

6-2018-29 2018年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（H30）① 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-30 2018年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（H30）② 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-33 2018年度 研究支援 プロジェクト 京都大学との共同研究関係（H30） 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\61_共同研究（京大）
\2018FY_H３０年度（京都大学共同研究）

研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-34 2018年度 研究支援 プロジェクト 科学研究費（H30) 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\22_研究管
理\01_科研費\平成３０年度

研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-36 2018年度 研究支援 プロジェクト ポスト「京」契約関連 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\64_ポスト「京」（文科省）\H30
年度契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-52 2018年度 研究支援 プロジェクト ワークショップ 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 個人情報保護\20_研究G\21_研究調整\03_研
究支援\ワークショップ

研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-53 2018年度 研究支援 プロジェクト H30年度（2018.4.1-2019.3.31）開催セミナー資料 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 共有ドライブ_22研究活動 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-54 2018年度 研究支援 プロジェクト H30年度（2018.4.1-2019.3.31）研究会資料、セミナー出席者一覧・謝金、METI案内先 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 個人情報保護_20_研究G_
21_研究調整_03_研究支援

研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-57 2018年度 研究支援 プロジェクト セキュリティゲート関連 研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整 研究調整ディレクター 廃棄 現在使用中のため

6-2018-64 2018年度 研究支援 委嘱契約 平成30年度SF（特任）・F（特任）・RAs・SRA委嘱伺書（写） 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-65 2018年度 研究支援 委嘱契約 平成30年度FF・PD委嘱伺書（写） 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-66 2018年度 研究支援 委嘱契約 平成30年度FF・PD委嘱状・FF・PD契約書 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄
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6-2018-67 2018年度 研究支援 プロジェクト 平成30年度RA使用承認伺書（写） 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

6-2018-68 2018年度 研究支援 プロジェクト 平成30年度RA関連書類 研究支援マネージャー 2019年4月1日 5年 2024年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄

10-30-2 2018年度
計量分析・

データ
一般 入札・公募（H30）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-1 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-2 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請2/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-3 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請3/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-4 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請4/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-5 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請5/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-6 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請6/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-7 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請7/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-8 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請8/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-9 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請9/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-10 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請10/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-11 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請11/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-13 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請13/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-14 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請14/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-15 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請15/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-16 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請16/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-4-17 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請17/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-4-18 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請18/18(H30)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-5-1 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請1/2(H30) 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-30-5-2 2018年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請2/2(H30) 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄

10-30-6-1 2018年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/3（H30） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-30-6-2 2018年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/3（H30） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-30-6-3 2018年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 3/3（H30） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-30-7 2018年度
計量分析・

データ
申請データ その他データ申請（H30）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-8 2018年度
計量分析・

データ
購入データ オンラインデータ利用契約（伺書写）（H30）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2019年4月1日 5年 2024年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-30-10-① 2018年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請1/2（H30）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-30-10-② 2018年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請2/2（H30）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、処置報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

令和元年度

18-2019-1 2019年度 研究支援 委託・契約 2019年度①「企業の事業計画と予測に関する調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネA/個人情報保護\20_
研究G\21_研究支援\02_委託契約\50_委託調
査・請負\委託契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

18-2019-2 2019年度 研究支援 委託・契約 2019年度②「政治と社会、経済に関するインターネット調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネA/個人情報保護\20_
研究G\21_研究支援\02_委託契約\50_委託調
査・請負\委託契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

18-2019-3 2019年度 研究支援 委託・契約 2019年度③「技術職・研究職の仕事と教育訓練に関するインターネット調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネA/個人情報保護\20_
研究G\21_研究支援\02_委託契約\50_委託調
査・請負\委託契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

18-2019-4 2019年度 研究支援 委託・契約 2019年度　小額随契 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネA/個人情報保護\20_
研究G\21_研究支援\02_委託契約\50_委託調
査・請負\委託契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-11 2019年度 研究支援 プロジェクト 旅行命令/依頼簿（2019FY）① 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネB 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-12 2019年度 研究支援 プロジェクト 旅行命令/依頼簿（2019FY）② 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネB 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-15 2019年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（2019FY）① 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-16 2019年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（科研費）（2019FY）② 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-17 2019年度 研究支援 プロジェクト 2019FYディスカッションペーパー確認書／ポリシーディスカッションペーパー確認書 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究支援事務室 副D室キャビネ 研究調整ディレクター 廃棄



独立行政法人経済産業研究所　総括文書管理者

大分類 中分類

平成２２年度～令和２年度　独立行政法人経済産業研究所法人文書ファイル管理簿　（研究グループ）

令和4年4月1日

整理番号
作成・取得

年度等

分類 名　　称
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間
保存期間満了

日
媒体の
種別

保存場所 管理者
保存期間満
了時の措置

備考

6-2019-18 2019年度 研究支援 プロジェクト フェロー兼業・研究会出席承認申請書（2019FY）（写） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネB 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-19 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）①401 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-20 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）②402 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-21 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）　③403 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-22 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）　④404 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-23 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）⑤405 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-24 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）⑥406 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-25 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）　⑦407 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-26 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）⑧408 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-27 2019年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2019FY）⑨409,410 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-33 2019年度 研究支援 プロジェクト ワークショップ 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 個人情報保護\20_研究G\21_研究調整\03_研
究支援\ワークショップ

研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-34 2019年度 研究支援 プロジェクト 2019FY（2019.4.1-2020.3.31）開催セミナー資料 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 共有ドライブ_22研究活動 研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-35 2019年度 研究支援 プロジェクト 2019FY（2019.4.1-2020.3.31）研究会資料、セミナー出席者一覧・謝金、METI案内先 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 個人情報保護_20_研究G_
21_研究調整_03_研究支援

研究調整ディレクター 廃棄

6-2019-36 2019年度 研究支援 プロジェクト 2019FY（H31）RA使用申請関連書類 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-1 2019年度 研究支援 研究管理 京都大学との共同研究関係（2019FY） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\61_共同研究（京大）\2019年
度　（京都大学共同研究）

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-2 2019年度 研究支援 研究管理 科学研究費（2019FY） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\22_研究管
理\01_科研費\2019_令和１年度

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-3 2019年度 研究支援 研究管理 ポスト「京」契約関連 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\64_ポスト「京」（文科省）

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-4 2019年度 研究支援 研究管理 2019年度研究成果評価・活動報告 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 10年 2030年3月31日 紙 \\Ifil00\共有ドライブ\研究G 研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-5 2019年度 研究支援 委嘱契約 2019年度FF・PD委嘱伺書（写） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-6 2019年度 研究支援 委嘱契約 2019年度FF・PD委嘱／FF・PD契約 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-7 2019年度 研究支援 委嘱契約 2019年度SF（特任）・F（特任）・RAs・SRA委嘱伺書（写） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-8 2019年度 研究支援 委嘱契約 2019年度SF（特任）・F（特任）・RAs・SRA委嘱 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄

X-2019-9 2019年度 研究支援 委嘱契約 2019年度RA使用承認伺書（写） 研究・研究調査担当マネージャー 2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 1137研究支援執務室 研究調整ディレクター 廃棄

10-01-1 2019年度
計量分析・

データ
一般 支出調書（写）（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-2 2019年度
計量分析・

データ
一般 入札・公募（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-3 2019年度
計量分析・

データ
図書 図書契約（伺書写）（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫 研究調整ディレクター 廃棄

10-01-4-1 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請1/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-2 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請2/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-3 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請3/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-4 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請4/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-5 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請5/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-01-4-6 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請6/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-7 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請7/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-8 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請8/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-9 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請9/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-01-4-10 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請10/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-11 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請11/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-12 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請12/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄
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10-01-4-13 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請13/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-14 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請14/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-4-15 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 二次利用申請15/15(R01)

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-5-1 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請1/3(R01) 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-01-5-2 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請2/3(R01) 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-01-5-3 2019年度
計量分析・

データ
申請データ 開発データセット申請3/3(R01) 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄

10-01-6-1 2019年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（R01） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-01-6-2 2019年度
計量分析・

データ
申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（R01） 研究調整副ディレクター

（計量分析・データ）
未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫

研究調整ディレク
ター

廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満
了日を定める

10-01-7 2019年度
計量分析・

データ
申請データ その他データ申請（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-01-8 2019年度
計量分析・

データ
購入データ オンラインデータ利用契約（伺書写）（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 5年 2025年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-9 2019年度
計量分析・

データ
購入データ ソフト（統計・情報セキュリティ等）購入・保守契約（伺書写）（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-10 2019年度
計量分析・

データ
購入データ 購入データ利用申請（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

未定 常用 未定 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄 現在使用中、成果報告完了年度の登録時に起算日・保存期間・期間満

了日を定める

10-01-11 2019年度
計量分析・

データ
購入データ データ購入契約（伺書写）（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 5年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-12 2019年度
計量分析・

データ
一般 物品等の購入（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 紙 研究調整Ｇ・管理書庫
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-13 2019年度
計量分析・

データ
計量分析 RIETI-TID関連（R01）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子媒体 共有ドライブ
研究調整ディレク

ター
廃棄

10-01-14 2019年度
計量分析・

データ
図書 図書整備業務（平成30年度）

研究調整副ディレクター
（計量分析・データ）

2020年4月1日 3年 2023年3月31日 電子媒体 共有ドライブ
研究調整ディレク

ター
廃棄

令和２年度

8-2020-11 2020年度 研究支援 プロジェクト 旅行命令/依頼簿（2020FY） 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 研究支援事務室キャビネC 研究調整ディレクター 廃棄 従来ファイルが2冊あったが、実施件数減のため今年度は1冊のみ

8-2020-13 2020年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（2020FY）① 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\02
RA人事情報\総括-経理-研究支援

研究調整ディレクター 廃棄 2020年度は、科研費PJのRAはなし

8-2020-14 2020年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（2020FY）② 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\02
RA人事情報\総括-経理-研究支援

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-15 2020年度 研究支援 プロジェクト リサーチアシスタント業務報告書、支出調書（写）（交付金）（2020FY）③ 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\02
RA人事情報\総括-経理-研究支援

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-16 2020年度 研究支援 プロジェクト 2020FYディスカッションペーパー確認書／ポリシーディスカッションペーパー確認書 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室 副D室キャビネ／
\\Ifil00\共有ドライブ\22研究活動\2020FY
（R2）開催セミナー資料\DP,PDP検討会

研究調整ディレクター 廃棄 従来の保存期間３年。公表となるまでに３年以上かかる場合があるため、
保存期間を５年としている

8-2020-17 2020年度 研究支援 プロジェクト フェロー兼業・研究会出席承認申請書（2020FY）（写） 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\60_担当者別

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-18 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）①501 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-19 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）②502 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-20 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）③503 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-21 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）④504 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-22 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）⑤505 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-23 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）⑥506 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-24 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）⑦507 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長



独立行政法人経済産業研究所　総括文書管理者

大分類 中分類

平成２２年度～令和２年度　独立行政法人経済産業研究所法人文書ファイル管理簿　（研究グループ）

令和4年4月1日

整理番号
作成・取得

年度等

分類 名　　称
（小分類）

作成・取得者 起算日 保存期間
保存期間満了

日
媒体の
種別

保存場所 管理者
保存期間満
了時の措置

備考

8-2020-25 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）⑧508 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-26 2020年度 研究支援 プロジェクト 委嘱依頼状（写）承諾書（原本）（2020FY）⑨509,511 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネC／
\\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有\06
委嘱依頼状・承諾書写し

研究調整ディレクター 廃棄
従来（2019年度まで）は保存期間３年。データ利用報告期間の設定により
PJ期間が長くなったことを鑑みて3年から5年に延長

8-2020-27 2020年度 研究支援 プロジェクト 月額通信運搬費伺書（写）（2020FY） 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体\\Ifil002\共有ドライブ\研究調整\研究支援担
当M\★通信運搬費関連\UQ WiMAX

研究調整ディレクター 廃棄 科研費案件も含まれる

8-2020-29 2020年度 研究支援 プロジェクト ディスカッションペーパー執筆謝金伺書（写）、 学術誌掲載謝金伺書（写）（2020FY） 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体
研究支援事務室キャビネC／\\Ifil002\共有ド
ライブ\22研究活動\2020FY（R2）開催セミナー
資料

研究調整ディレクター 廃棄 調書は法人文書としての登録はしない。

8-2020-30 2020年度 研究支援 プロジェクト ワークショップ(2020FY) 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 個人情報保護\20_研究G\21_研究調整\03_研
究支援\ワークショップ

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-31 2020年度 研究支援 プロジェクト 2020FY（2020.4.1-2021.3.31）開催セミナー資料 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 共有ドライブ_22研究活動 研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-32 2020年度 研究支援 プロジェクト 2020FY（2020.4.1-2020.3.31）研究会資料、セミナー出席者一覧・謝金、METI案内先 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-33 2020年度 研究支援 プロジェクト 2020FY（R2）RA使用申請関連書類 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\90_研究所共通\120_
総務・研究支援・計量分析・データ担当共有

研究調整ディレクター 廃棄

8-2020-34 2020年度 研究支援 プロジェクト 謝金等支払 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究業務 研究調整ディレクター 廃棄
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究業務）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-35 2020年度 研究支援 プロジェクト 近距離交通費精算等 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究業務 研究調整ディレクター 廃棄
2022年4月1日　保存期間を確定
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究業務）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定

8-2020-36 2020年度 研究支援 プロジェクト 中期計画に向けて研究G作成資料 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究業務 研究調整ディレクター 廃棄
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究業務）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-37 2020年度 研究支援 プロジェクト 指標進捗状況 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究調整副D研究調整ディレクター 廃棄
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究調整副Ｄ）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-38 2020年度 研究支援 プロジェクト 各種会議用資料 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究調整副D研究調整ディレクター 廃棄
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究調整副Ｄ）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-39 2020年度 研究支援 プロジェクト METI関連資料 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究支援担
当M

研究調整ディレクター 廃棄

2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究支援マ
ネージャー）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。
2022年4月1日　ファイル名誤りのため修正（旧ファイル名；METI説明資
料）

8-2020-40 2020年度 研究支援 プロジェクト フェロー説明資料 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究支援担
当M

研究調整ディレクター 廃棄

2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究支援マ
ネージャー）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-41 2020年度 研究支援 プロジェクト 物品購入関連資料 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 \\Ifil00\共有ドライブ\研究調整\研究支援担
当M

研究調整ディレクター 廃棄

2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究支援マ
ネージャー）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

8-2020-42 2020年度 研究支援 プロジェクト 予算提出資料 研究・研究支援マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 \\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\01_予算提出資料

研究調整ディレクター 廃棄
2022年4月1日　保存期間を確定
2021年4月1日、ファイル名を修正し再登録（旧ファイル名：研究業務）
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定

8-2020-43 2020年度 研究支援 プロジェクト 研究活動における運営方針（コロナ対応） 研究・研究支援マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\60_担当者別\★研究支援担
当M

研究調整ディレクター 移管
現在も使用中につき常用とし、終了後、保存期間・保存期間満了日を定
める。

9-2020-1 2020年度 研究管理 研究管理 京都大学との共同研究関係（2020FY） 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体
\\Ifil002\個人情報保護\20_研究G\21_研究支
援\03_研究支援\61_共同研究（京大）
\2020FY_R２年度（京都大学共同研究）

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-2 2020年度 研究管理 研究管理 科学研究費（2020FY） 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体 \\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\22_研究
管理\01_科研費\2020_令和２年度

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-3 2020年度 研究管理 研究管理 ポスト「京」契約関連(2020FY) 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体
\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研究
支援\03_研究支援\64_ポスト「京」（文科省）
\2020（R2）最終報告書

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-4 2020年度 研究管理 研究管理 2020年度研究成果評価・活動報告 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子媒体 \\Svr4304\共有ドライブ\研究G 研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-5 2020年度 研究管理 委嘱契約 2020年度FF・PD委嘱伺書（写） 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

1137研究支援執務室
\\Svr4304\個人情報保護\90_研究所共通
\120_総務・研究支援・計量分析・データ担当共
有

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-6 2020年度 研究管理 委嘱契約 2020年度FF・PD委嘱／FF・PD契約 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体
\\Svr4304\個人情報保護\90_研究所共通
\120_総務・研究支援・計量分析・データ担当共
有

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-7 2020年度 研究管理 委嘱契約 2020年度SF（特任）・F（特任）・RAs・SRA委嘱伺書（写） 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

1137研究支援執務室
\\Svr4304\個人情報保護\90_研究所共通
\120_総務・研究支援・計量分析・データ担当共
有

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-8 2020年度 研究管理 委嘱契約 2020年度SF（特任）・F（特任）・RAs・SRA委嘱 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 電子媒体
\\Svr4304\個人情報保護\90_研究所共通
\120_総務・研究支援・計量分析・データ担当共
有

研究調整ディレクター 廃棄

9-2020-9 2020年度 研究管理 委嘱契約 2020年度RA使用承認伺書（写） 研究・研究管理担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙/電子媒体

1137研究支援執務室／
\\Svr4304\個人情報保護\90_研究所共通
\120_総務・研究支援・計量分析・データ担当共
有\02 RA人事情報\総括-経理-研究支援

研究調整ディレクター 廃棄



独立行政法人経済産業研究所　総括文書管理者

大分類 中分類

平成２２年度～令和２年度　独立行政法人経済産業研究所法人文書ファイル管理簿　（研究グループ）
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10-2020-1 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度①「データ利活用に関するアンケート調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-2 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度②「統計資料のデータ入力業務」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-3 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度③「経済政策と企業経営に関するアンケート調査（フォローアップ調査）」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-4 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度④「新型コロナウィルス流行下における心身の健康状態に関する継続調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-5 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度⑤「新型コロナショック下における企業実態調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-6 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度⑥「グローバル化と新型コロナ・ウイルス対応の対面接触削減に関する調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-7 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度⑦「政治と社会、経済に関するインターネット調査」 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

10-2020-8 2020年度 研究調査 委託・契約 2020年度　小額随契 研究・研究調査担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙/電子媒体

研究支援事務室キャビネA
/\\Svr4304\個人情報保護\20_研究G\21_研
究支援\02_委託契約\50_委託調査・請負\委託
契約関連\2020年度(R2)契約関連

研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-1 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 1/9  （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-2 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 2/9（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-3 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 3/9 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-4 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 4/9  （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-5 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 5/9（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-6 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 6/9 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-7 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 7/9（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2022年4月1日 3年 2025年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-8 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 8/9 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-1-9 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請 9/9 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-1-10 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 二次利用申請（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 個人情報保護フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-2-1 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 開発データセット申請 1/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-2-2 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 開発データセット申請 2/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-2-3 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 開発データセット申請 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 個人情報保護フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-3-1 2020年度 計量分析・
データ

申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 1/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-3-2 2020年度 計量分析・
データ

申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請 2/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-3-3 2020年度 計量分析・
データ

申請データ ＪＳＴＡＲ利用申請（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 個人情報保護フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-4-1 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 購入データ利用申請 1/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-4-2 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 購入データ利用申請 2/2（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-4-3 2020年度 計量分析・
データ

申請データ 購入データ利用申請 （R02） 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 個人情報保護フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める

11-02-5 2020年度 計量分析・
データ

図書 図書契約（伺書写）（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-6 2020年度 計量分析・
データ

購入データ データ購入契約（伺書写）　（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-7 2020年度 計量分析・
データ

購入データ オンラインデータ利用契約　（伺書写）（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-8 2020年度 計量分析・
データ

購入データ 統計ソフト購入・保守契約　（伺書写）（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-9 2020年度 計量分析・
データ

一般 物品の購入　（R02) 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-10 2020年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄
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11-02-11 2020年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募　RIETI・TID（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 5年 2026年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-12 2020年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募・契約：遠隔操作システム（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-13 2020年度 計量分析・
データ

一般 入札・公募・契約：遠隔操作システム（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 10年 2031年3月31日 電子媒体 個人情報保護フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-14 2020年度 計量分析・
データ

一般 支出調書（写）（R02） 計量分析・データ担当マネージャー 2021年4月1日 3年 2024年3月31日 紙 事務室キャビネット② 研究調整ディレクター 廃棄

11-02-15 2020年度 計量分析・
データ

計量分析 RIETI-TID関連 計量分析・データ担当マネージャー 未定 常用 未定 電子媒体 共有フォルダ 研究調整ディレクター 廃棄 ファイリング中につき常用とし、終了後、起算日・保存期間・保存期間満了
日を定める
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