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2003 予算 予算 中期計画（平成15年10月～平成20 企画部企画課長 2003年04月01日 30年 2034年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110001

2003 予算 予算
中期計画（変更）（平成15年10月～
平成20年3月）

経営企画部企画課長 2003年04月01日 30年 2034年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 最終変更2006年6月30日 A01-01-20110002

2008 予算 予算
中期計画（平成20年4月～平成25
年3月）

経営企画部企画課長 2008年04月01日 30年 2039年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110003

2003 予算 予算 年度計画（平成15年度） 企画部企画課長 2003年04月01日 30年 2034年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110004
2004 予算 予算 年度計画（平成16年度） 経営企画部企画課長 2004年04月01日 30年 2035年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110005
2005 予算 予算 年度計画（平成17年度） 経営企画部企画課長 2005年04月01日 30年 2036年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110006
2006 予算 予算 年度計画（平成18年度） 経営企画部企画課長 2006年04月01日 30年 2037年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110007
2007 予算 予算 年度計画（平成19年度） 経営企画部企画課長 2007年04月01日 30年 2038年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110008
2008 予算 予算 年度計画（平成20年度） 経営企画部企画課長 2008年04月01日 30年 2039年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110009
2009 予算 予算 年度計画（平成21年度） 経営企画部企画課長 2009年04月01日 30年 2040年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110010
2010 予算 予算 年度計画（平成22年度） 経営企画部企画課長 2010年04月01日 30年 2041年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110011

1972 予算 予算 昭和48事業年度 認可予算 企画部企画課長 1972年04月01日 44年 2031年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2003年3月31日
延長期間：14年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110012

1973 予算 予算 昭和49事業年度 認可予算 企画部企画課長 1973年04月01日 43年 2030年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2004年3月31日
延長期間：13年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110013

1974 予算 予算 昭和50事業年度 認可予算 企画部企画課長 1974年04月01日 42年 2029年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2005年3月31日
延長期間：12年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110014

1975 予算 予算 昭和51事業年度 認可予算 企画部企画課長 1975年04月01日 41年 2028年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2006年3月31日
延長期間：11年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110015

1976 予算 予算 昭和52事業年度 認可予算 企画部企画課長 1976年04月01日 40年 2027年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2007年3月31日
延長期間：10年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110016

1977 予算 予算 昭和53事業年度 認可予算 企画部企画課長 1977年04月01日 39年 2026年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2008年3月31日
延長期間：9年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110017

1978 予算 予算 昭和54事業年度 認可予算 企画部企画課長 1978年04月01日 38年 2025年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2009年3月31日
延長期間：8年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110018

1979 予算 予算 昭和55事業年度 認可予算 企画部企画課長 1979年04月01日 37年 2024年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2010年3月31日
延長期間：7年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110019

1980 予算 予算 昭和56事業年度 認可予算 企画部企画課長 1980年04月01日 36年 2023年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2011年3月31日
延長期間：6年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110020

1981 予算 予算 昭和57事業年度 認可予算 企画部企画課長 1981年04月01日 35年 2022年03月31日 紙 事務所 副総括文書管理者 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2012年3月31日
延長期間：5年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110021

1991 予算 予算 平成4事業年度 認可予算 企画部企画課長 1991年04月01日 30年 2022年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110031
1992 予算 予算 平成5事業年度 認可予算 企画部企画課長 1992年04月01日 30年 2023年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110032
1993 予算 予算 平成6事業年度 認可予算 企画部企画課長 1993年04月01日 30年 2024年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110033
1994 予算 予算 平成7事業年度 認可予算 企画部企画課長 1994年04月01日 30年 2025年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110034
1995 予算 予算 平成8事業年度 認可予算 企画部企画課長 1995年04月01日 30年 2026年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110035
1996 予算 予算 平成9事業年度 認可予算 企画部企画課長 1996年04月01日 30年 2027年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110036
1997 予算 予算 平成10事業年度 認可予算 企画部企画課長 1997年04月01日 30年 2028年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110037
1998 予算 予算 平成11事業年度 認可予算 企画部企画課長 1998年04月01日 30年 2029年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110038
1999 予算 予算 平成12事業年度 認可予算 企画部企画課長 1999年04月01日 30年 2030年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110039
2000 予算 予算 平成13事業年度 認可予算 企画部企画課長 2000年04月01日 30年 2031年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110040
2001 予算 予算 平成14事業年度 認可予算 企画部企画課長 2001年04月01日 30年 2032年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110041
2002 予算 予算 平成15事業年度 認可予算 企画部企画課長 2002年04月01日 30年 2033年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110042

2004 予算 予算 平成17年度 予算関係資料 経営企画部企画課長 2004年04月01日 12年 2026年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2008年3月31日
延長期間：9年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110079

2005 予算 予算 平成18年度 予算関係資料 経営企画部企画課長 2005年04月01日 11年 2025年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2009年3月31日
延長期間：8年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110080

2006 予算 予算 平成19年度 予算関係資料 経営企画部企画課長 2006年04月01日 10年 2024年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2010年3月31日
延長期間：7年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110081

2007 予算 予算 平成20年度 予算関係資料 経営企画部企画課長 2007年04月01日 9年 2023年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2011年3月31日
延長期間：6年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110082

2008 予算 予算 平成21年度 予算関係資料 経営企画部企画課長 2008年04月01日 8年 2022年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄

当初の保存期間満了日：
　　　　　　　2012年3月31日
延長期間：5年　g:調査研究用務に
必要とするため

A01-01-20110083



2008 予算 予算
中期計画（変更）（平成20年4月～
平成25年3月）

経営企画部企画課長 2008年04月01日 30年 2039年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 最終変更2011年3月31日 A01-01-20110109

2011 予算 予算 年度計画（平成23年度） 経営企画部企画課長 2011年04月01日 30年 2042年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20110110

2011 予算 予算
平成23年度 戦略的研究展開事業
関係資料

経営企画部企画課長 2011年04月01日 10年 2022年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20120001

2011 予算 予算
平成24年度 概算要求及び予算関
係資料

経営企画部企画課長 2011年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20120002

2011 予算 予算 平成23年度 補正予算関係資料 経営企画部企画課長 2011年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20120003
2012 予算 予算 年度計画（平成24年度） 経営企画部企画課長 2012年04月01日 30年 2043年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20130001

2012 予算 予算
平成25年度 概算要求及び予算関
係資料

経営企画部企画課長 2012年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20130002

2012 予算 予算 平成24年度 補正予算関係資料 経営企画部企画課長 2012年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20130003

2013 予算 予算
中期計画（平成25年4月～平成30
年3月）

経営企画部企画課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20140001

2013 予算 予算
中期計画（変更）（平成25年4月～
平成30年3月）

経営企画部企画課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20140002

2013 予算 予算 年度計画（平成25年度） 経営企画部企画課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20140003

2013 予算 予算
平成26年度 概算要求及び予算関
係資料

経営企画部企画課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20140004

2013 予算 予算 平成25年度 補正予算関係資料 経営企画部企画課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20140005

2014 予算 予算
中期計画（変更）（平成25年4月～
平成30年3月）

経営企画部企画課長 2015年04月01日 30年 2045年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20150001

2014 予算 予算 年度計画（平成26年度） 経営企画部企画課長 2015年04月01日 30年 2045年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20150002

2014 予算 予算
平成27年度 概算要求及び予算関
係資料

経営企画部企画課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-01-20150003

2015 予算 予算
中期計画（変更）（平成25年4月～
平成30年3月）

経営企画部企画課長 2016年04月01日 30年 電子 サーバー 経営企画部企画課長 A01-01-2015001

2015 予算 予算 年度計画（平成27年度） 経営企画部企画課長 2016年04月01日 30年 2046年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2015002

2015 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（平成
28年度予算）

経営企画部企画課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 A01-01-2015003

2015 予算 予算 戦略的研究展開事業関係資料 経営企画部企画課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 A01-01-2015007

2016 予算 予算
中期計画（変更）（平成25年4月～
平成30年3月）

経営企画部企画課長 2017年04月01日 30年 電子 サーバー 経営企画部企画課長 A01-01-2016001

2016 予算 予算 年度計画（平成28年度） 経営企画部企画課長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2016002

2016 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（平成
29年度予算）

経営企画部企画課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 A01-01-2016003

2016 予算 予算 理事長裁量経費 経営企画部企画課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄
理事長裁量経費と戦略的研究展開
事業関係資料を統合

A01-01-20166010

2016 予算 予算 間接経費 経営企画部企画課長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20166011
2016 第4期中長期計画 第4期中長期計画 第4期中長期計画骨子 経営企画部企画課長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20166014
2016 その他 その他 賃貸借契約 経営企画部企画課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20166015
2016 第4期中長期計画 第4期中長期計画 中長期計画（平成30年4月～） 経営企画部企画課長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20166016
2016 その他 その他 研究事業運営 経営企画部企画課長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20166017

2017 予算 予算
中期計画（変更）（平成25年4月～
平成30年3月）

経営企画部企画課長 2018年04月01日 30年 電子 サーバー 経営企画部企画課長 A01-01-2017001

2017 予算 予算 年度計画（平成29年度） 経営企画部企画課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2017002

2017 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（平成
30年度予算）

経営企画部企画課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2017003

2017 予算 予算 理事長裁量経費 経営企画部企画課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄
理事長裁量経費と戦略的研究展開
事業関係資料を統合

A01-01-20176010

2017 予算 予算 間接経費 経営企画部企画課長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20176011
2017 第4期中長期計画 第4期中長期計画 中長期計画（平成30年4月～） 経営企画部企画課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20176013
2017 第4期中長期計画 第4期中長期計画 第4期中長期計画骨子 経営企画部企画課長 2018年04月01日 30年 2048年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20176014
2017 その他 その他 賃貸借契約 経営企画部企画課長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20176015

2018 予算 予算
中長期計画（変更）（平成30年4月
～平成36年3月）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018001

2018 予算 予算 年度計画（平成30年度） 経営企画部企画課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018002

2018 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（平成
31年度予算）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018003



2018 予算 予算 予算関係資料（平成31年度予算） 経営企画部企画課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018004
2018 予算 予算 センター長会議（平成30年度） 経営企画部企画課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018005
2018 予算 予算 理研戦略会議（平成30年度） 経営企画部企画課長 2019年04月01日 3年 2022年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2018008

2018 予算 予算 理事長裁量経費 経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄
理事長裁量経費と戦略的研究展開
事業関係資料を統合

A01-01-20186010

2018 予算 予算 間接経費 経営企画部企画課長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20186011
2018 第4期中長期計画 第4期中長期計画 中長期計画（平成30年4月～） 経営企画部企画課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20186013
2018 その他 その他 賃貸借契約 経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20186015

2018 予算 予算
理研科学者会議本会議（平成30年
度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188009

2018 予算 予算
理研科学者会議運営委員会（平成
30年度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188010

2018 予算 予算
理研科学者会議研究課題部会（平
成30年度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188011

2018 予算 予算
理研科学者会議研究人事部会（平
成30年度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 30年 2049年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188012

2018 予算 予算
理研科学者会議将来研究分野検
討部会（平成30年度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188013

2018 その他 その他
理研科学者会議独創的研究提案
制度（平成30年度）

経営企画部企画課長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20188014

2019 予算 予算
中長期計画（変更）（平成30年4月
～令和6年3月）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019001

2019 予算 予算 年度計画（平成31年度） 経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019002

2019 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（令和2
年度予算）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019003

2019 予算 予算 予算関係資料（令和2年度予算） 経営企画部企画課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019004
2019 予算 予算 センター長会議（令和元年度） 経営企画部企画課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019005
2019 予算 予算 理研戦略会議（令和元年度） 経営企画部企画課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2019008

2019 予算 予算 理事長裁量経費 経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄
理事長裁量経費と戦略的研究展開
事業関係資料を統合

A01-01-20196010

2019 予算 予算 間接経費 経営企画部企画課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20196011
2019 第4期中長期計画 第4期中長期計画 中長期計画（平成30年4月～） 経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20196013
2019 その他 その他 賃貸借契約 経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20196015

2019 予算 予算
理研科学者会議本会議（令和元年
度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20198009

2019 予算 予算
理研科学者会議運営委員会（令和
元年度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20198010

2019 予算 予算
理研科学者会議研究課題部会（令
和元年度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20198011

2019 予算 予算
理研科学者会議研究人事部会（令
和元年度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20198012

2019 予算 予算
理研科学者会議将来研究分野検
討部会（令和元年度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20198013

2019 その他 その他 組織規程改正 経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20199009

2019
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第11回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20199010

2019 予算 予算
理研科学者会議独創的研究提案
制度（令和元年度）

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20199012

2020 予算 予算
中長期計画（変更）（平成30年4月
～平成36年3月）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020001

2020 予算 予算 年度計画（令和2年度） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020002

2020 予算 予算
概算要求及び予算関係資料（令和3
年度予算）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020003

2020 予算 予算 予算関係資料（令和3年度予算） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 3年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020004
2020 予算 予算 センター長会議（令和2年度） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 3年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020005

2020 予算 予算
概算要求及び予算参考資料（令和3
年度予算）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 1年 2022年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020006

2020 予算 予算 理研戦略会議（令和2年度） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 3年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-2020008

2020 予算 予算 理事長裁量経費 経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄
理事長裁量経費と戦略的研究展開
事業関係資料を統合

A01-01-20206010

2020 予算 予算 間接経費 経営企画部企画課長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20206011



2020 第4期中長期計画 第4期中長期計画 中長期計画（平成30年4月～） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20206013
2020 その他 その他 賃貸借契約 経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20206015
2020 予算 予算 理研科学者会議本会議（FY2020） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208009

2020 予算 予算
理研科学者会議運営委員会
（FY2020）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208010

2020 予算 予算
理研科学者会議研究課題部会
（FY2020）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208011

2020 予算 予算
理研科学者会議研究人事部会
（FY2020）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208012

2020 予算 予算
理研科学者会議将来研究分野検
討部会（FY2020）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208013

2020 その他 その他
理研科学者会議独創的研究提案
制度（FY2020）

経営企画部企画課長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20208014

2020 予算 予算 国立研究開発法人協議会 経営企画部企画課長 2021年04月01日 1年 2022年03月31日 紙 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20209011

2020 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
令和元年度業務実績等報告書

経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20209012

2020 予算 予算 年度計画（令和3年度） 経営企画部企画課長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-01-20209013

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議準備打ち合わせ資
料

経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120006

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　議長事前訪問
経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120007

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120008

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　委員関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120009

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　RAC member
Information

経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120010

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　時系列ファイル
経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120011

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　決済伝票
経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120012

2011
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第８回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部評価推進
課長

2011年10月31日 10年 2021年10月30日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20120013

2013
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第９回RAC会議準備
経営企画部評価推進
課長

2013年02月01日 10年 2023年01月31日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20130001

2013 予算 予算
平成24年度 戦略的研究展開事業
関係資料

経営企画部戦略分析
課長

2014年04月01日 10年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-02-20140001

2013 予算 予算
平成25年度 戦略的研究展開事業
関係資料

経営企画部戦略分析
課長

2014年04月01日 10年 2024年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-02-20140002

2014 予算 予算
平成26年度 戦略的研究展開事業
関係資料

経営企画部戦略分析
課長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 　 A01-02-20150001

2014
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第９回RAC会議　RAC Member
Information

経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20150001

2014
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第９回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20150002

2014
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第９回RAC会議　決裁伝票
経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20150003

2014
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第９回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-02-20150004

2014 各賞推薦 各賞推薦 平成２７年文部科学大臣賞
経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 5年 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-03-20140001

2014 受賞報告 受賞報告 平成２６年度受賞報告
経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 5年 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-03-20140002

2014
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議準備
経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 10年 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-03-20140003

2014 独立行政法人評価 独立行政法人評価
独立行政法人理化学研究所平成
26年度実績報告書・補足説明資料

経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 5年 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-03-20140004

2014
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

平成２７年度・２８年度評価関係稟
議書

経営企画部評価推進
課長

2015年04月01日 5年 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 　 A01-03-20140005

2015
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議準備
経営企画部評価推進
課長

2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20150000

2016 受賞報告 受賞報告 受賞報告
経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160000

2016 各賞推薦 各賞推薦 紫綬褒章
経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160001

2016 各賞推薦 各賞推薦 文部科学大臣賞
経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 5年 2022年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160002

2016 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成２７年度業務実績等報告書・補
足説明資料

経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160005

2016
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160006

2016
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC Member
Information

経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160007

2016
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160008



2016
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　決裁伝票
経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160009

2016
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

評価関係稟議書
経営企画部評価推進
課長

2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20160010

2017 受賞報告 受賞報告 受賞報告
経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170000

2017 各賞推薦 各賞推薦 紫綬褒章
経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170001

2017 各賞推薦 各賞推薦 文部科学大臣賞
経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170002

2017 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成２７年度業務実績等報告書・補
足説明資料

経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170005

2017
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170006

2017
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC Member
Information

経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170007

2017
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170008

2017
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　決裁伝票
経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170009

2017
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

評価関係稟議書
経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170010

2017 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成28年度・第3期中長期（見込
み）業務実績等報告書

経営企画部評価推進
課長

2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20170011

2018 受賞報告 受賞報告 受賞報告
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180000

2018 各賞推薦 各賞推薦 紫綬褒章
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180001

2018 各賞推薦 各賞推薦 文部科学大臣賞
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180002

2018 各賞推薦 各賞推薦 賞への推薦
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 3年 2022年03月31日 電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180003

2018 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成２７年度業務実績等報告書・補
足説明資料

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180005

2018
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180006

2018
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　RAC Member
Information

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180007

2018
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　ロジ関連事前準
備

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180008

2018
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第１０回RAC会議　決裁伝票
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180009

2018
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

評価関係稟議書
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180010

2018 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成28年度・第3期中長期（見込
み）業務実績等報告書

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 5年 2024年03月31日 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180011

2018
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

稟議書　細則
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180012

2018
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

細則改正（10年）
経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 10年 2029年03月31日 電子 サーバー
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180013

2018 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成29年度・第3期中長期業務実
績等報告書

経営企画部評価推進
課長

2019年04月01日 30年 2049年03月31日 事務所
経営企画部評価推進
課長

廃棄 A01-03-20180014

2019 受賞報告 受賞報告 受賞報告 経営企画部企画課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190000

2019 各賞推薦 各賞推薦 紫綬褒章 経営企画部企画課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190001

2019 各賞推薦 各賞推薦 文部科学大臣賞 経営企画部企画課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190002
2019 各賞推薦 各賞推薦 賞への推薦 経営企画部企画課長 2020年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190003

2019
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第11回RAC会議　RAC委員への支
払明細

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190006

2019
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第11回RAC会議　RAC Member
Information

経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190007

2019
理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

理化学研究所アドバイ
ザリー・カウンシル

第11回RAC会議　決裁伝票 経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190009

2019
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

評価関係稟議書 経営企画部企画課長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190010

2019
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

細則改正 経営企画部企画課長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190013

2019 独立行政法人評価 独立行政法人評価
国立研究開発法人理化学研究所
平成30年度実績等報告書

経営企画部企画課長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 電子 サーバー 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20190015

2020 受賞報告 受賞報告 受賞報告 経営企画部企画課長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20200000
2020 各賞推薦 各賞推薦 紫綬褒章 経営企画部企画課長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20200001
2020 各賞推薦 各賞推薦 文部科学大臣表彰 経営企画部企画課長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20200002
2020 各賞推薦 各賞推薦 賞への推薦 経営企画部企画課長 2021年04月01日 3年 2024年03月31日 電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20200003



2020
研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイ
ザリー・カウンシル

研究センター等アドバイザリー・カウ
ンシル委員委嘱

経営企画部企画課長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子 事務所 経営企画部企画課長 廃棄 A01-03-20200010

2014 会議 会議
理研科学者会議　運営委員会　平
成２６年度

研究調整課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150002

2014 会議 会議
理研科学者会議　本会議　平成２６
年度

研究調整課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150003

2014 会議 会議
理研科学者会議　研究員・技師選
考作業部会　平成２６年度

研究調整課長 2015年04月01日 30年 2045年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150006

2014 会議 会議
理研科学者会議　准主任研究員選
考作業部会　平成２６年度

研究調整課長 2015年04月01日 30年 2045年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150007

2014 会議 会議
基礎科学研究課題中間・最終 平成
26年度実施

研究調整課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150010

2014 会議 会議
理研科学者会議　研究課題部会
（平成2７年度採択）　事前評価　平
成26年度実施

研究調整課長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A03-01-20150014

2014 会議 会議
理研科学者会議　研究人事部会
平成２６年度

研究調整課長 2015年04月01日 30年 2045年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-01-20140002

2015 会議 会議
理研科学者会議　研究員・技師選
考作業部会　平成27年度

研究調整課長 2016年04月01日 30年 2046年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015004

2015 会議 会議
理研科学者会議　准主任研究員選
考作業部会　平成27年度

研究調整課長 2016年04月01日 30年 2046年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015005

2015 会議 会議
理研科学者会議　運営委員会　平
成27年度

研究調整課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015008

2015 会議 会議
理研科学者会議　本会議　平成27
年度

研究調整課長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015009

2015 会議 会議 奨励課題　平成27年度 研究調整課長 2016年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015011

2015 会議 会議
理研科学者会議　研究課題部会
（平成28年度採択）　事前評価　平
成27年度実施

研究調整課長 2016年04月01日 その他 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015013

2015 会議 会議
基礎科学研究課題中間・最終 平成
27年度実施

研究調整課長 2016年04月01日 その他 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 A32-01-2015014

2015 会議 会議
理研科学者会議　研究人事部会
平成２７年度

基幹研究推進室長 2016年04月01日 30年 2046年03月31日 紙 事務所 基幹研究推進室長 廃棄 A32-01-20155016

2016 会議 会議
理研科学者会議　研究員・技師選
考作業部会

基幹研究推進室長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 紙 事務所 基幹研究推進室長 廃棄 A32-01-2016004

2016 会議 会議
理研科学者会議　准主任研究員選
考作業部会　平成28年度

基礎基盤研究推進室
長

2017年04月01日 30年 2047年03月31日 紙 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2016005

2016 会議 会議
理研科学者会議　運営委員会　平
成28年度

基礎基盤研究推進室
長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 サーバー
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2016008

2016 会議 会議
理研科学者会議　本会議　平成28
年度

基礎基盤研究推進室
長

2017年04月01日 10年 2027年03月31日 電子 サーバー
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2016009

2016 会議 会議 奨励課題　平成28年度 基礎基盤研究推進室 2017年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 事務所 基礎基盤研究推進室 廃棄 A32-01-2016011

2016 会議 会議
理研科学者会議　研究課題部会
（平成29年度採択）　事前評価　平
成28年度実施

基礎基盤研究推進室
長

2017年04月01日 その他 紙・電子 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2016013

2016 会議 会議
基礎科学研究課題中間・最終 平成
28年度実施

基礎基盤研究推進室
長

2017年04月01日 その他 紙 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2016014

2016 会議 会議
理研科学者会議　研究人事部会
平成２８年度

基幹研究推進室長 2017年04月01日 30年 2047年03月31日 紙 事務所 基幹研究推進室長 廃棄 A32-01-20166028

2017 会議 会議
理研科学者会議　准主任研究員選
考作業部会　平成28年度

基礎基盤研究推進室
長

2018年04月01日 30年 2048年03月31日 紙 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2017005

2017 会議 会議
理研科学者会議　運営委員会　平
成29年度

基礎基盤研究推進室
長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 電子 サーバー
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2017008

2017 会議 会議 奨励課題　平成29年度 基礎基盤研究推進室 2018年04月01日 3年 2023年03月31日 電子 事務所 基礎基盤研究推進室 廃棄 A32-01-2017011

2017 会議 会議
理研科学者会議　研究課題部会
（平成29年度採択）　事前評価　平
成28年度実施

基礎基盤研究推進室
長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 紙 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2017013

2017 会議 会議
基礎科学研究課題中間・最終 平成
29年度実施

基礎基盤研究推進室
長

2018年04月01日 その他 紙 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄 A32-01-2017014

2017 会議 会議
理研科学者会議　独創的研究提案
制度 平成29年度評価実施

基幹研究推進室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 電子 サーバー 基幹研究推進室長 廃棄 A32-01-20177020

2013 会議 会議
スーパーコンピュータ運用WG 平成
25年度～

研究調整課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140003

2013 会議 会議
理研科学者会議　運営委員会　平
成２５年度

研究調整課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140004

2005 会議 会議 理研科学者会議（平成１7年度）
基礎基盤研究推進課
長

2005年01月19日 11年 2023年01月18日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3
月31日
延長期間：1年　c

A32-02-20140006

2006 会議 会議 理研科学者会議（平成１8年度）
基礎基盤研究推進課
長

2007年04月01日 1年 2014年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140007

2007 会議 会議 理研科学者会議（平成１9年度）
基礎基盤研究推進課
長

2007年05月16日 10年 2023年05月15日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140008

2009 会議 会議 理研科学者会議（平成21年度） 研究調整課長 2009年04月08日 10年 2024年04月07日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140010

2010 会議 会議 理研科学者会議（平成22年度）
基礎基盤研究推進部
企画課長

2010年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140011

2011 会議 会議 理研科学者会議（平成23年度～）
基礎基盤研究推進部
企画課長

2011年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140012

2013 会議 会議
理研科学者会議　本会議　平成２５
年度

研究調整課長 2014年04月01日 10年 2024年03月31日 電子 サーバー
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140013

2013 会議 会議
理研科学者会議　研究員・技師選
考作業部会　平成２５年度

研究調整課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140061

2013 会議 会議
理研科学者会議　准主任研究員選
考作業部会　平成２５年度

研究調整課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140092

2013 会議 会議
理研科学者会議　研究人事部会
平成２５年度

研究調整課長 2014年04月01日 30年 2044年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140123

2010 会議 会議
基礎科学研究課題　中間・最終 平
成22年度実施

基礎基盤研究推進部
企画課長

2010年04月01日 6年 2022年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3
月31日
延長期間：1年　c

A32-02-20140153

2011 会議 会議
基礎科学研究課題　中間・最終 平
成23年度実施

基礎基盤研究推進部
企画課長

2011年06月30日 10年 2021年06月29日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140154

2012 会議 会議
基礎科学研究課題中間・最終 平成
24年度実施

基礎基盤研究推進部
企画課長

2012年06月30日 10年 2022年06月29日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140155



2010 会議 会議
基礎科学研究課題評価要旨集 平
成21年度

基礎基盤研究推進部
企画課長

2010年04月01日 6年 2022年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3
月31日
延長期間：1年　c

A32-02-20140156

2010 会議 会議
基礎科学研究等課題（中間 英） 平
成21年度（2）

基礎基盤研究推進部
企画課長

2010年04月01日 6年 2022年03月31日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄
当初の保存期間満了日：2015年3
月31日
延長期間：1年　c

A32-02-20140157

2008 会議 会議
基礎科学研究等課題事後評価（平
成２０年度）

基礎基盤研究推進課
長

2008年10月01日 7年 2023年09月30日 紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄
当初の保存期間満了日：2013年9
月30日
延長期間：3年　c

A32-02-20140158

2009 会議 会議
基礎科学研究等課題事前・中間・
事後（平成２１年度）

企画部研究調整課長 2009年05月01日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140159

2008 会議 会議
基礎科学研究等課題事前評価（平
成２１年度要求）

企画部研究調整課長 2008年05月01日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140162

2008 会議 会議
基礎科学研究等課題ヒアリング書
類（平成２２年新規）

基礎基盤研究推進部
企画課長

2008年10月31日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140176

2009 会議 会議
基礎科学研究等課題ヒアリング書
類（平成２３年新規）

基礎基盤研究推進部
企画課長

2009年10月31日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140177

2010 会議 会議
基礎科学研究等課題ヒアリング書
類（平成２４年新規）

基礎基盤研究推進部
企画課長

2010年10月31日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140178

2011 会議 会議
基礎科学研究等課題ヒアリング書
類（平成２５年新規）

基礎基盤研究推進部
企画課長

2011年10月31日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140179

2013 会議 会議
理研科学者会議　研究課題部会
（平成26年度採択）　事前評価　平
成25年度実施

研究調整課長 2014年04月01日
研究終了
後1年

紙 事務所
外務・研究調整部研究
調整課長

廃棄 　 A32-02-20140219

2017 会議 会議
理研科学者会議　本会議　平成29
年度

基礎基盤研究推進室
長

2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所
基礎基盤研究推進室
長

廃棄
理研科学者会議　本会議　平成29
年度と理研科学者会議　本会議
平成29年度を統合

A56-00-20178016
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