
作成・取得年 大分類 中分類 文書ファイル名 作成・取得者 起算日 保存期間 保存期間満了時期 媒体種別 保存場所 管理者 保存期間満了時の措 備考 管理番号

2008 委託・受託研究 委託・受託研究 放医研　20年度　不正問題正式資料 知的財産戦略グループ 2008年04月01日 12年 2028年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 当初の保存期間満了日：2013年3月 A12-01-20111450

2009 委託・受託研究 委託・受託研究 知的財産権に関する届け出
知的財産戦略グループ
外部資金チームリー
ダー

2009年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A12-01-20111725-1

2009 委託・受託研究 委託・受託研究 知的財産権に関する届け出
知的財産戦略グループ
外部資金チームリー
ダー

2009年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A12-01-20111725-2

2009 委託・受託研究 委託・受託研究 知的財産権に関する届け出
知的財産戦略グループ
外部資金チームリー
ダー

2009年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A12-01-20111725-3

2009 委託・受託研究 委託・受託研究 知的財産権に関する届け出
知的財産戦略グループ
外部資金チームリー
ダー

2009年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A12-01-20111725-4

2009 委託・受託研究 委託・受託研究 知的財産権に関する届け出
知的財産戦略グループ
外部資金チームリー
ダー

2009年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A12-01-20111725-5

2010 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
最先端・次世代研究開発支援プログ
ラム【公募～交付決定】

外部資金室長 2011年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年3月
31日
延長期間：5年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20111953

2011 外国機関助成金 外国機関助成金 2011 HFSP 外部資金室長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年12
月31日
延長期間：5年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20111967

2011 外国機関助成金 外国機関助成金 2012 HFSP 外部資金室長 2012年04月01日 11年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年12
月31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20111968

2010 外国機関助成金 外国機関助成金 FP7 MODHEP 外部資金室長 2011年04月01日 12年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年2月
9日
延長期間：7年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20111969

2010
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　サマープログラム 外部資金室長 2011年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年3月
31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20112029

2011 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　学術システム研究センター
研究員候補者推薦について

外部資金部推進課長 2012年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2016年3月
31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20121816

2011 委託・受託研究 委託・受託研究
国立精神・神経センター　精神・神経
疾患研究開発費

外部資金部推進課長 2011年04月01日 11年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2016年3月
31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20121888

2012 外国機関助成金 外国機関助成金 FP7 EUROSPIN 外部資金部推進課長 2013年04月01日 9年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2016年12
月31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A12-01-20121890

2014 帳簿 帳簿

H24～26年度(FY2012～2014)予算
配賦資料等
（実施予算：80***）
【X2012001】European Commission
（FP7EuroSPIN）

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ12-02-20130006-001

2012 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
環境省環境研究総合推進費補助金　
H24年度～【研究代表者】

外部資金部推進課長 2013年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2017年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A13-01-20130003

2012 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　共用設備購入申請書・理由
書　平成24年度

外部資金部推進課長 2013年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 A13-01-20130042

2012
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　25　応募書類（外
国人研究者受入事業）

外部資金部推進課長 2012年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2017年3月
31日
延長期間：2年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

A13-01-20130074

2011
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

23　日本学術振興会　平成23年度特
別研究員（ＰＤ．ＰＲＤ）海外特別研
究員応募書類

外部資金室長 2012年04月01日 10年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄

要修正：本来保存期間満了時期がＨ
33.3.31のため1年短縮←2018.11.12
総務課へ照会。変更不可。登録のと
おりに廃棄

A33-00-20112049

2012 委託・受託研究 委託・受託研究 24　額の確定関連 外部資金室長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2018年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A33-00-20121894

2012 委託・受託研究 委託・受託研究
がん協力医療機関　Ｈ24終了報告
書

外部資金室長 2013年04月01日 10年 2023年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2014年3月
31日
延長期間：5年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

A33-00-20121895

2012 委託・受託研究 委託・受託研究
24　特許出願・放棄に関する届出書
関連書類（その他政府系）

外部資金室長 2013年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20121907

2013 寄附金 寄附金 寄附金 外部資金室長 2014年04月01日 永年 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20131522

2013 委託・受託研究 委託・受託研究
25　特許出願・放棄に関する・・・（そ
の他政府）

外部資金室長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20131549

2013
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成26年度
(No.1)

外部資金室長 2014年04月01日 8年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月
31日
延長期間：3年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20140053

2013
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成26年度
(No.2)

外部資金室長 2014年04月01日 8年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月
31日
延長期間：3年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20140054

2013
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成26年度特別
研究員採用者手続き資料

外部資金室長 2014年04月01日 8年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月
31日
延長期間：3年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20140055

2013
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　26　特別研究員
（PD・RPD）海外特別研究員　応募書
類

外部資金室長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20140056

2013 民間助成金 民間助成金 てんかん治療研究振興財団(H25-） 外部資金室長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20140070
2013 民間助成金 民間助成金 光科学技術研究振興財団(H25-） 外部資金室長 2014年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20140088



2013 外国機関助成金 外国機関助成金 FP7 MODHEP AUDIT (1) 外部資金室長 2014年04月01日 8年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月
31日
延長期間：3年　d　監査、検査、取締
り用務に必要とするため

Ａ33-00-20140106

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術と開花促進
技術の普及と高度化

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145821

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術等を用いた
農水産物の画期的育種改良

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145822

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　持続可能な農業生産のた
めの新たな総合的植物保護技術の

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145823

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　食シグナルの認知科学の
新展開と脳を活性化する次世代機
能性食品開発へのグランドデザイン

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145825

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　戦略的オミクス育種技術体
系の構築

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145826

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　地域のリグニン資源が先導
するバイオマス利用システムの技術

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145829

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　統合オミクス情報を利用し
たトマトの体系的最適栽培管理技術

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145831

2014 委託・受託研究 委託・受託研究

H26年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　未利用藻類の高度利用を
基盤とする培養型次世代水産の創
出に向けた研究開発

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2025年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20145832

2015 帳簿 帳簿 H26年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015042
2015 帳簿 帳簿 H26年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015043
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料-寄 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015044

2015 帳簿 帳簿
予算配賦資料・海外機関助成課題
(X2015001)(X2015002)

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015045

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦資料
JST さきがけCREST以外

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015046

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦資料
JST さきがけCREST以外

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015047

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
JST　さきがけ

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015048

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
JST　CREST

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015049

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015050

2014
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成27年度
(No.1)

外部資金室長 2015年04月01日 9年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150507

2014
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成27年度
(No.2)

外部資金室長 2015年04月01日 9年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150508

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015051

2014
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成27年度特別
研究員採用者手続き資料

外部資金室長 2015年04月01日 8年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：3年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150510

2014
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　27　二国間交流事
業

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：2年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150512

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015052

2014 委託・受託研究 委託・受託研究
SIP戦略的イノベーション創造プログ
ラム　次世代農林水産業創造技術　
戦略的オミクス育種技術体系の構築

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20150525

2014 委託・受託研究 委託・受託研究
SIP　オミクス育種技術コンソーシア
ム協定書

外部資金室長 2015年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20150526

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
文科省　委託費

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015053

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
文科省　再委託分課題

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015054

2014 委託・受託研究 委託・受託研究
【26】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　様式・公募関係

外部資金室長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-20150542

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
ImPACT

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015055

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
SIP

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015056

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦
補助金

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015057

2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料-財 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015058
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料-財 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015059
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料-財 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015060
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015061

2010 外国機関助成金 外国機関助成金 FP7 MODHEP 外部資金室長 2011年04月01日 12年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年2月
9日
延長期間：7年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150610-1

2010 外国機関助成金 外国機関助成金 FP7 MODHEP 外部資金室長 2011年04月01日 12年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2015年2月
9日
延長期間：7年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150610-2

2012 外国機関助成金 外国機関助成金 Microsoft 外部資金部推進課長 2012年04月01日 11年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2017年3月
31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150612

2013 外国機関助成金 外国機関助成金 2014 HFSP 外部資金室長 2014年04月01日 9年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2019年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150618



2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015062
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015063
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015064
2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015065

2014 外国機関助成金 外国機関助成金 韓国WellPhyto (IPET) 外部資金室長 2015年04月01日 9年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150651

2014 外国機関助成金 外国機関助成金 2015 HFSP 外部資金室長 2015年04月01日 9年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：4年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150652

2014 外国機関助成金 外国機関助成金 H2020 ZENCODE 外部資金室長 2015年04月01日 11年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄

当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：6年　i その他  年度を越
えてからまとめられた法人文書があ
り、その保存期間に合わせるため

Ａ33-00-20150653

2015 帳簿 帳簿 H27年度予算配賦資料AMED補助金 外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015066

2015 帳簿 帳簿
H27年度予算配賦資料二国間交流
事業

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015067

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　脳機能ネットワークの全
容解明プロジェクト

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015068

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015069

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　革新的がん医療実用化
研究事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015070

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　感染症実用化研究事業_
エイズ対策実用化研究事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015071

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　研究成果最適展開支援
プログラム（A-STEP）

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015072

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　次世代治療・診断実現
のための創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015073

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　次世代がん研究シーズ
戦略的育成プログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015074

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　オーダーメイド医療の実
現プログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015076

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　創薬支援推進事業　創
薬支援インフォマティクスシステム構

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015077

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　医工連携事業化推進事 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015078
2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015079

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　創薬等ライフサイエンス
研究支援基盤事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015080

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　感染症実用化研究事業_
新興・再興感染症に対する革新的医
薬品等開発推進研究事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015081

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　長寿・障害者総合研究
事業　障害者対策総合研究開発事

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015082

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　長寿・障害者総合研究
事業　認知症研究開発事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015083

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業　免疫アレルギー疾
患実用化研究分野

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015084

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　難治性疾患実用化研究
事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015085

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ソロタイプ（PRIME）

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015086

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　革新的バイオ医薬品創
出基盤技術開発

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015087

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　感染症実用化研究事業_
肝炎等克服実用化研究事業ⅰ/ⅱ

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015088

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　脳科学研究戦略推進プ
ログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015089

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　再生医療実用化研究事 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015090

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　橋渡し研究加速ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015091

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ユニットタイプ（CREST）

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015092

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　医療機器開発推進研究
事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015093

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　先端計測分析技術・機
器開発プログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015094

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　ナショナルバイオリソー
スプロジェクト

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015095

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　医療分野国際科学技術
共同研究開発推進事業

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015096

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　感染症研究国際展開戦
略プログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015097

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　革新的先端研究開発支
援事業（LEAP）

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015098

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　公募　応募書類 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015101
2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　中間検査 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 A33-00-2015104

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
27-28　JST　研究成果展開事業【先
端計測分析技術・機器開発プログラ
ム】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015115

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
27-28　ＪＳＴ　研究成果展開事業　
マッチングプランナー　プログラム

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015123

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
27-28　ＪＳＴ　研究成果展開事業　リ
サーチコンプレックス

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015124

2015
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成28年度
(No.1)

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015156

2015
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成28年度特別
研究員採用者手続き資料

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015157

2015
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　28　二国間交流事
業

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015158

2015 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
厚生労働省科学研究費補助金　H27
年度　研究分担者

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015161

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター　がん研究開発費

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015162

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　地域のリグニン資源が先導
するバイオマス利用システムの技術

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015168

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　食シグナルの認知科学の
新展開と脳を活性化する次世代機
能性食品開発へのグランドデザイン

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015169

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　持続可能な農業生産のた
めの新たな総合的植物保護技術の

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015170

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術と開花促進
技術の普及と高度化

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015171



2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術等を用いた
農水産物の画期的育種改良

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015172

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　未利用藻類の高度利用を
基盤とする培養型次世代水産の創
出に向けた研究開発

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015173

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

平成27年度SIP戦略的イノベーション
創造プログラム　革新的設計生産技
術　全体俯瞰設計と製品の着想を支
援するワークスペースの研究開発

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015174

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産省　農・食事業（代表機関：
京大）農食事業２６００２ＡＢコンソー
シアムオメガ３脂肪酸の発酵生産な
らびに高機能化技術開発 【有田】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015175

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産業・食品産業科学技術研
究推進事業（新規課題）農食事業２７
０１８Ｃコンソーシアム(代表機関：農
食 作物研)超多収穫米を利用した高
付加価値化加工用米粉原料の生産
体系の確立

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015178

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産技術会議事務局(代表機
関：阪大)有用サポニン生産技術開
発コンソーシアム高度機能分化した
植物組織培養による有用サポニン生
産技術開発

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015179

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産省（代表機関：農食研）温
暖化プロ（素材開発）コンソーシアム
温暖化適応・異常気象対応のための
研究開発 「温暖化の進行に適応す
る品種・育種素材の開発」

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015180

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産業・食品産業化学技術研
究推進事業委託事業（新規課題）共
生阻害防除剤開発コンソーシアム
（代表機関：富山大）コナジラミ類をモ
デルとした共生機能阻害による低環
境負荷型害虫防除資材の開発

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015182

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産業・食品産業科学技術研
究推進事業委託事業（継続課題）(代
表機関：九大)ラビリンチュラ類を用い
た機能性脂質の生産基盤の構築と
活用【有田】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015184

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

農林水産省(再委託元：動衛研)海外
からの侵入が危惧される重要家畜
疾病の侵入・まん延防止技術の開発
委託研究「抗インフルエンザ剤シード
物質の探索」【間】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015185

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

生研センター　eCROPSコンソーシア
ム革新的技術創造促進事業(異分野
融合共同研究)「超微量ガス検知技
術を用いた園芸作物の病害早期発
見／診断センサーの開発」【湯本】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015187

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

生研センター  牛白血病ワクチン開
発コンソーシアム革新的技術創造促
進事業(異分野融合共同研
究)Reverse vaccinology手法を用い
た新規牛白血病VLP(ウイルス様粒
子)ワクチンの開発【間】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015188

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

 農林水産技術会議事務局（代表機
関：農生研）次世代育種コンソーシア
ム多数の遺伝子が関与する形質を
改良する新しい育種技術の開発｢画
像解析による形質評価のハイスルー
プット化｣　【七夕】

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015190

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H27神奈川県衛生研究所「Bhas42細
胞の網羅的遺伝子発現分析の委

外部資金室長 2016年04月01日 7年 2023年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-2015196

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
【26.27】革新的研究開発推進プログ
ラム（ImPACT)　No.1_『超薄膜化・強
靭化「しなやかなタフポリマー」の実

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155233

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

【26.27】革新的研究開発推進プログ
ラム（ImPACT)　No.1_『量子人工脳を
量子ネットワークでつなぐ高度知識
社会基盤の実現』

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155234

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

【26.27】革新的研究開発推進プログ
ラム（ImPACT)　No.1_『核変換による
高レベル放射性廃棄物の大幅な低
減・資源化』

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155235

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

【26.27】革新的研究開発推進プログ
ラム（ImPACT)　No.1_『イノベーティブ
な可視化技術による新成長産業の
創出』

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155236

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
【26.27】革新的研究開発推進プログ
ラム（ImPACT)　No.1_『超高機能構
造タンパク質による素材産業革命』

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155237

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
【27】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.1_『セレンディピティ
の計画的創出による新価値創造』

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155238

2015 委託・受託研究 委託・受託研究
【27】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.1_『脳情報の可視
化と制御による活力溢れる生活の実

外部資金室長 2016年04月01日 10年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155239

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
27　AMED　東北メディカル・メガバン
ク計画

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20155283

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　戦略的オミクス育種技術体
系の構築

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155297

2015 委託・受託研究 委託・受託研究

H27年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　統合オミクス情報を利用し
たトマトの体系的最適栽培管理技術

外部資金室長 2016年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155298

2015 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 27　AMED　共通 外部資金室長 2016年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20155302

2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-寄 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄
当初の保存期間満了日：2020年3月
31日
延長期間：2年　g

Ａ33-00-2015800

2014 帳簿 帳簿

H22～26年度(FY2010～2014)予算
配賦資料 FP7
（実施予算：80***）
European Commision
【X2010005】(Brain Train）、
【X2010006】(DOPAMINET)

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015802

2014 帳簿 帳簿 H25年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015803-1
2014 帳簿 帳簿 H25年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015803-2

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦資料
機関助成(海外)/JSPS【I2013653】
【X2012003】/FIRST等

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015804



2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦資料
JST さきがけCREST以外

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015805-1

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦資料
JST さきがけCREST以外

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015805-2

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦資料
JST さきがけCREST以外

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015805-3

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
JST　さきがけ

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015806

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
JST　CREST

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015807-1

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
JST　CREST

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015807-2

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015808-1

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015808-2

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
政府関係法人受託

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015808-3

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
文科省　委託費・再委託費

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015809-1

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
文科省　委託費・再委託費

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015809-2

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
文科省　委託費・再委託費

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015809-3

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
ImPACT

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015810

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
SIP

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015811

2014 帳簿 帳簿
H26年度予算配賦
補助金

外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015812

2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-厚科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015813
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-財 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015814-1
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-財 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015814-2
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-1
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-2
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-3
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-4
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-5
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-6
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-7
2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科 外部資金室長 2015年04月01日 7年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015815-8

2014 帳簿 帳簿

H22年度(FY2010)～予算配賦資料
等
（実施予算：80***）
【X2010014】European Commission

外部資金室長 2015年04月01日 10年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015816

2014 帳簿 帳簿 H26年度予算配賦資料-文科共通 外部資金室長 2015年04月01日 11年 2026年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 　 Ａ33-00-2015817
2016 ◎科研費 ◎科研費 平成28年度科研費稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016001

2016
◎国内財団、海外助成
金

◎国内財団、海外助成
金

平成28年度国内財団、海外助成金
稟議書

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016002

2016 ◎文科省 ◎文科省 平成28年度文科省稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016003
2016 ◎ＪＳＴ ◎ＪＳＴ 平成28年度ＪＳＴ稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016004
2016 ◎ＡＭＥＤ ◎ＡＭＥＤ 平成28年度ＡＭＥＤ稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016005
2016 ◎その他政府系 ◎その他政府系 平成28年度その他政府系稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016006
2016 ◎ＳＩＰ、ImPACT ◎ＳＩＰ、ImPACT 平成28年度ＳＩＰ、ImPACT稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016007

2016
◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

平成28年度他省庁科研費、ＪＳＰＳ
稟議書

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016008

2016 ◎管理 ◎管理 平成28年度管理稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016009
2016 ◎寄附 ◎寄附 平成28年度寄附稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2016010
2016 ◎ＡＩＰプロジェクト ◎ＡＩＰプロジェクト 平成28年度ＡＩＰプロジェクト稟議書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166012

2016 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関からの研究助成金　平成
28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166013

2016 外国機関助成金 外国機関助成金 HFSP 2016 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166014
2016 外国機関助成金 外国機関助成金 The San Francisco 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166015
2016 外国機関助成金 外国機関助成金 John Templeton Foundation 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166016

2016 外国機関助成金 外国機関助成金
Global Health Innovative Technology 
Fund (GHIT Fund)公益社団法人グ
ローバルヘルス技術振興基金

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166017

2016 外国機関助成金 外国機関助成金
Canadian Institute For Advanced 
Research (CIFAR)

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166018

2016 外国機関助成金 外国機関助成金
The Tokyo Institute of Technology 
日本工業大学

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166019

2016 外国機関助成金 外国機関助成金
International Atomic Energy Agency
（IAEA)

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166020

2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度終了課題① 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166021
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度終了課題② 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166022
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度終了課題③ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166023
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度終了課題④ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166024
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度終了課題⑤ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166025
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料① 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166026
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料② 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166027
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料③ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166028
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料④ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166029
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料⑤ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166030
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料⑥ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166031
2016 民間助成金 民間助成金 平成28年度公募・応募資料⑦ 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166032

2016 民間助成金 民間助成金
住友財団　平成28年度公募・応募資
料

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166033

2016 民間助成金 民間助成金
三菱財団　平成28年度公募・応募資
料

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166034

2016 民間助成金 民間助成金
上原記念生命科学財団　平成28年
度公募・応募資料

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166035

2016 民間助成金 民間助成金
武田科学振興財団　平成28年度公
募・応募資料

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166036

2016 民間助成金 民間助成金
内藤記念科学振興財団　平成28年
度公募・応募資料

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166037

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究進捗状況報告書（基盤
（S))　平成28/29年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166038

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　応募申請（決算書・公募要
領他）公募・研究活動スタ-ト支援（特
別研究員奨励費以外）　H28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166039

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　特別推進研究
/新学術研究領域研究（研究領域提
案型）平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166040

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術研究領
域研究（研究領域提案型）（継続の
研究領域）　No.1　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166041

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術研究領
域研究（研究領域提案型）（継続の
研究領域）No.2　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166042

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（S)
（A)　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166043

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B)
一般　No.1　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166044

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B)
一般/特設/海外学術　No.2　平成28
年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166045

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　研究活動ス
タート支援　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166046



2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
一般　No.1　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166047

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
一般　No.2　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166048

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
一般　No.3　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166049

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
特設分野　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166050

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的萌芽研
究　No.1　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166051

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的萌芽研
究　No.2　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166052

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（A)　
平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166053

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.1　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166054

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.2　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166055

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　奨励研究　平
成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166056

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.3　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166057

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.4　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166058

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金配分通知　No.1　平
成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166059

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付前事前使用理由調書　
平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166060

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知（決算書・
特推・進学術・基盤（S)）　1/3平成28
年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166061

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知　基盤A・
基盤B　2/3　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166062

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知（基盤B・
C・挑戦的萌芽）　3/3　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166063

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費説明会・外部資金相
談会　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166064

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付決定　決裁書等・交付
決定通知書（補助金）（予算配賦依
頼書含）　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166065

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付申請・支払請求（決裁
書・他）　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166066

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業　廃止・変更・
保留　交付申請後　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166067

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業　転出・辞退・
保留　交付申請時　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166068

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業　転出　交付申
請後　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166069

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業　転入　交付申
請後　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166070

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究実績報告書　基金・一
部基金　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166071

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究実績報告書　補助金　
平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166072

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　収支決済報告書　平成28年
度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166073

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.1　平成28年度 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166074
2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.2　平成28年度 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166075
2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　名簿調査　平成28年度 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166076

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究分担者承諾書　平成28
年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166077

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費口座入出金写し　平
成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166078

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　額の決定通知書　平成28年
度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166079

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　採択課題　交付申請・支払
請求（決算書・他）　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166080

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　国際共同研究
加速基金（国際活動支援班・共同研
究強化）　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166081

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
平成28年度NEDO　SIP（戦略的イノ
ベーション創造プログラム）/革新的
設計生産技術　研究代表者

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166082

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT) No.1_『ユビキタス・パ
ワーレーザーによる安全・安心・長寿
社会の実現』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166083

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT) No.1_『豊かで安全な社
会と新しいバイオものづくりを実現す
る人工細胞リアクタ』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166084

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No..2_『核変換による
高レベル放射性廃棄物の大幅な低
減・資源化』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166085

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『超薄膜化・強靭
化「しなやかなタフポリマー」の実現』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166086

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『量子人工脳を
量子ネットワークでつなぐ高度知識
社会基盤の実現』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166087

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『イノベーティブ
な可視化技術による新成長産業の

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166088

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『超高機能構造
タンパク質による素材産業革命』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166089

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『セレンディピティ
の計画的創出による新価値創造』

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166090

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.2_『脳情報の可視
化と制御による活力溢れる生活の実

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166091

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】 農林水産省（代表機関：農食
研）  温暖化プロ（素材開発）コンソー
シアム  温暖化適応・異常気象対応
のための研究開発   「温暖化の進行
に適応する品種・育種素材の開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166092

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】 農林水産省(再委託元：動衛
研)　海外からの侵入が危惧される重
要家畜疾病の侵入・まん延防止技術
の開発委託研究　「抗インフルエンザ
剤シード物質の探索」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166093

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】 農林水産省（農林水産技術会
議） 平成28年度農食事業（シーズ創
出ステージ）　植物保護を目指した天
然物ケミカルバイオロジー研究

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166094



2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】生研支援センター　魚介類育
種・飼料開発共同研究機関　革新的
技術開発・緊急展開事業（うち先導
プロジェクト）　水産物の国際競争に
打ち勝つ横断的育種技術と新発想
飼料の開発　「最新技術を用いた天

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166095

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】生研センター　eCROPSコンソー
シアム 革新的技術創造促進事業(異
分野融合共同研究)　「超微量ガス検
知技術を用いた園芸作物の病害早
期発見／診断センサーの開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166096

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】生研センター  牛白血病ワクチ
ン開発コンソーシアム　革新的技術
創造促進事業(異分野融合共同研
究)　Reverse vaccinology手法を用
いた新規牛白血病VLP (ウイルス様
粒子)ワクチ

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166097

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産省（代表機関：名古屋
大学）　平成28年度農食事業（シー
ズ創出ステージ）　画期的機能を持
つ接ぎ木システムの実用化と接ぎ木
効率を向上させる接木接着剤の開

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166098

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産技術会議事務局(代表
機関：阪大)　　有用サポニン生産技
術開発コンソーシアム　高度機能分
化した植物組織培養による有用サポ
ニン生産技術開発

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166099

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】水産庁（代表機関：国立研究開
発法人水産研究・教育機構）　クロマ
グロ養殖高機能・高効率餌料共同研
究機関　クロマグロ養殖用の高機
能、高効率餌料の開発事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166100

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産技術会議事務局（代
表機関：農研機構次世代作物開発
研究センター）　農食事業２７０１８Ｃ
コンソーシアム　超多収穫米を利用
した高付加価値化加工用米粉原料
の生産体系の確立

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166101

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産省委託プロジェクト研
究（代表機関：早稲田大学）　農林水
産分野における気候変動対応のた
めの研究開発　「有害プランクトンに
対応した迅速診断技術の開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166102

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】生研支援センター（代表機関：
東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター）　高付加価値日本食の開発
とそのグローバル展開コンソーシア
ム　「知」の集積と活用の場による研
究開発モデル事業　高付加価値日

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166103

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産業・食品産業化学技
術研究推進事業委託事業（継続課
題）　共生阻害防除剤開発コンソー
シアム（代表機関：富山大）　コナジラ
ミ類をモデルとした共生機能阻害に
よる低環境負荷型害虫防除資材の

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166104

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】生研支援センター　牛白血病対
策コンソーシアム（代表機関：理研）　
革新的技術開発・緊急展開事業(うち
地域戦略プロジェクト)　牛白血病ウ
イルス抵抗性・感受性牛の識別によ
る革新的地方病性牛白血病抑制

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166105

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産技術会議事務局　農・
食事業（研究ステージ移行）　代表機
関：岡山県　（岡山県農林水産総合
センター）　デュアル抵抗性蛋白質シ
ステムによる革新的作物保護技術
の応用技術開発

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166106

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産省　農・食事業（代表
機関：京大）　農食事業２６００２ＡＢコ
ンソーシアム　オメガ３脂肪酸の発酵
生産ならびに高機能化技術開発

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166107

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業（新規課題）   農食
事業２７０１８Ｃコンソーシアム(代表
機関：農食 作物研)　超多収穫米を
利用した高付加価値化加工用米粉
原料の生産体系の確立

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166108

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】農林水産業・食品産業科学技
術研究推進事業委託事業（継続課
題）　(代表機関：九大)　ラビリンチュ
ラ類を用いた機能性脂質の生産基
盤の構築と活用

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166109

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】沖縄県先端医療実用化推進事
業　「ゲノムワイド関連解析、統計ア
ルゴリズム開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166110

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】さいたま市研究開発人材高度
化タスクフォース事業  (公益財団法
人さいたま市産業創造財団からの委
託)　「活性水の基礎理論の構築と製
造装置、用途開発の研究」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166111

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】埼玉県新技術・製品化開発費
補助金事業 (株式会社先端力学シ
ミュレーション研究所からの委託)　
「フラーレン分散型接着剤を活用した
高耐久性ＣＦＲＰ接合技術開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166112

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】熊本県自然共生型高付加価値
産業促進補助金(ベジタブル製薬か
らの委託)　「発芽マメ科種子由来フィ
トアレキシンのメタボローム解析」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166113

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】国立大学法人埼玉大学　静電
塗布による有機薄膜太陽電池の試
作と特性評価に関する研究

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166114

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】埼玉県　産学連携研究開発プ
ロジェクト補助金　水素社会実現の
ための高効率電気化学セルとシステ
ムの量産手法確立

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166115

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】平成十八、十九年度　農研機
構・生物研の委託費の返還について

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166116

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】埼玉県新技術・製品化開発費
補助金事業　マイクロ流体チップを
用いたマイクロＲＮＡ測定機器の開
発　人工塩基ＤＮＡアプタマーなどに
よるがん幹細胞標的療法・診断法の

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166117



2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】内閣府地方創生事業、土庄町、
香川県、「健康に着目した野菜の次
世代栽培システムの研究・実証事
業」「先端技術による健康モデル実
証事業」「県産農産物機能性等活用
ブランド強化事業」「オリーブハマチ

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166118

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】内閣府地方創生事業、静岡県　
機能性作物の次世代栽培システム
等開発　イチゴ炭疽病ガス検知シス
テム開発

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166119

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】内閣府地方創生事業　境港市　
未来健康予測による健康のまちづく
り事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166120

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
【28】内閣府地方創生事業　日南市　
マンゴー生理解析事業業務委託

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166121

2016 委託・受託研究 委託・受託研究 H28,29,30全省庁統一資格 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166122

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　戦略的オミクス育種技術体
系の構築

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166123

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　収量や成分を自在にコント
ロールできる太陽光型植物工場

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166124

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　地域のリグニン資源が先導
するバイオマス利用システムの技術

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166125

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　食シグナルの認知科学の
新展開と脳を活性化する次世代機
能性食品開発へのグランドデザイン

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166126

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　持続可能な農業生産のた
めの新たな総合的植物保護技術の

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166127

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術の普及と高

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166128

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

H28年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術等を用いた
農水産物の画期的育種改良

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166129

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　感染症研究国際展開戦
略プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166130

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　糖鎖利用による革新的
創薬技術開発事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166131

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　エイズ対策実用化研究
事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166133

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　創薬支援推進事業 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166134

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的がん医療実用化
研究事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166135

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　再生医療臨床研究促進
基盤事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166136

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　次世代がん医療創生研
究事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166137

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　次世代がん医療創生研
究事業（再委託分）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166138

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　オーダーメイド医療の実
現プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166139

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　ゲノム医療実現推進プ
ラットフォーム事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166140

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　橋渡し加速ネットワーク
プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166141

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　肝炎等克服実用化研究
事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166142

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　脳科学研究戦略推進プ
ログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166143

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的バイオ医薬品創
出基盤技術開発事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166144

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　再生医療実用化研究事 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166145

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ユニットタイプ（CREST）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166146

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　医療分野国際科学技術
共同研究開発推進事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166147

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　先端計測分析技術・機
器開発プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166148

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　ナショナルバイオリソー
スプロジェクト

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166149

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的先端研究開発支
援事業インキュベートタイプ（LEAP)

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166150

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　創薬等ライフサイエンス
研究支援基盤事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166151

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　共通 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166152

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的技術による脳機
能ネットワークの全容解明プロジェク

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166155

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166156

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　感染症実用化研究事業　
新興・再興感染症に対する革新的医
薬品等開発推進研究事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166157

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ソロタイプ（PRIME)

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166158

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業免疫アレルギー疾
患実用化研究分野

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166159

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166160

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　長寿・障害総合研究事
業障害者対策総合研究開発事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166161

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　難治性疾患実用化研究
事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166162

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　公募　応募書類 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166163

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　臨床ゲノム情報統合
データベース整備事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166168

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　医工連携事業課推進事 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166169

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　次世代治療・診断実現
のための創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166170

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
28　AMED　東北メディカル・メガバン
ク計画

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20166171

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H28自然科学研究機構　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166172

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

H28自然科学研究機構「・新分野創
成センターブレインサイエンス研究
分野プロジェクト　・融合発展促進研
究プロジェクト」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166173

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28国立天文台「高効率高分散回折
格子の開発」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166174

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H28防衛装備庁　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166175



2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28防衛装備庁「ダークメタマテリア
ルを用いた等方的広帯域光吸収体」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166176

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H28国土交通省　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166177

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

H28国土交通省「シールドトンネルの
平常時のモニタリングおよび掘削時
の安全管理へ向けたセグメント組込
型有機導波路の提案」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166178

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

H28神奈川県　・水産技術センター
「ヒラメ」　・衛生研究所「Bhas42細
胞」　・KAST「再生医療製品等」　・
KAST「外来感染症防疫」　・KAST
「腸内細菌叢」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166179

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H28JAXA　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166180

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28JAXA PMM研究「GPM観測の
データ同化の高度化」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166181

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28JAXA「次世代衛星搭載降水レー
ダーデータの気象予報データ同化手
法の開発（その1）」

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166182

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28JAXA「宇宙環境における健康管
理に向けた免疫・腸内環境の統合評
価」に係る宇宙実験のデータ解析等

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166183

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28JAXA「X線偏光観測衛星
PRAXySに向けた基礎開発研究」

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166184

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H28JAXA「高エネルギー宇宙線観測
K-EUSO用補正レンズの制作性確認
研究」

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166185

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

H28JAXA「UV-ATMOSPHERA - 
MINI/EUSO: A detector to map 
Ultraviolet emissions of the Earth 
from space」

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166186

2016 委託・受託研究 委託・受託研究 27　額の確定関連 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166187
2016 委託・受託研究 委託・受託研究 28　契約書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166188
2016 委託・受託研究 委託・受託研究 28　額の確定関連 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166189
2016 委託・受託研究 委託・受託研究 28　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166190

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　X線自由電子レーザー重点戦略
研究課題　■創薬ターゲット　■無
損傷　■SACLA　■パルス状

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166191

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　光・量子融合連携研究開発プロ
グラム　ものづくり現場で先端利用可
能な小型高輝度中性子源システム
の整備・高度化

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166192

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　最先端の光の創成を目指した
ネットワーク拠点形成プログラム　先
端光量子科学アライアンス（先端光
源技術開拓）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166193

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　宇宙航空科学技術推進費委託
費「超小型衛星で展開する先進的理
工学研究拠点の形成」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166194

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研代表+委託機関①　18.

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166195

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研代表+委託機関②　18.

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166196

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研が分担　　3課題

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166197

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」重点
課題 理研代表+委託機関①　　8課

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166198

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」重点
課題 理研が分担②　　4課題

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166199

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　科学技術人材育成費補助事業　
「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ（特色型）」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166200

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　先端研究基盤共用促進事業　
（共用プラットフォーム形成支援プロ
グラム） NMR共用プラットフォーム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166201

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

28　光・量子科学研究拠点形成に向
けた基盤技術開発次世代加速器要
素技術開発プログラム 「革新的次世
代リング加速器ビーム入射部の開
発」理研代表+委託機関

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166202

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　HPCI構築事業 「HPCIの運営」
（HPCIの運営企画・調整）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166203

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　高性能汎用計算機高度利用補
助事業 「高機能演算研究基盤の高
度利用事業」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166204

2016 エフォート管理 エフォート管理 28　エフォート管理届出書等 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166205
2016 帳簿 帳簿 H27年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166206
2016 帳簿 帳簿 H27年度 決算/予算流用票 資料等 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166207
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-財1 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166208
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-財2 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166209
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-財3 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166210
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-財4 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166211
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-寄募1 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166212
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-寄募2 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166213
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-寄使 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166214

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研1【一
部基･基】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166215

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研2【一
部基･基】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166216

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研3【一
部基･基】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166217

2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研4 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166218
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研【共】 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166219
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研1 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166220
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研2 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166221
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研1 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166222
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研2 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166223
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科研3 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166224

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研【一
部基】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166225

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研1
【補･外代表】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166226

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研2
【補･外代表】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166227

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研3
【補･外代表】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166228

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-文科研4
【補･外代表】

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166229

2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-一般管･管 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166230



2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-SIP 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166231
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-Impact 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166232
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科G 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166233
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED補 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166234

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-政府関係法
人①

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166235

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-政府関係法
人②

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166236

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-政府関係法
人③

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166237

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-政府関係法
人④

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166238

2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-文科委託 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166239
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-補助金 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166240

2016 帳簿 帳簿
H28年度予算配賦資料-JSTﾗｲﾌｻｲ
ｴﾝｽ

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166241

2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-JST地球規 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166242
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-JSTさきが 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166243
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED1 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166244
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED2 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166245
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED3 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166246
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED4 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166247
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED5 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166248
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED6 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166249
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-AMED7 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166250
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-JST 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166251
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-JST 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166252
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-平25決算・ 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166253
2016 帳簿 帳簿 H28年度予算配賦資料-NEDO助 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166254

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
　CREST

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166255

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ＥＲＡＴＯ委託研究

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166257

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　戦略的国際科学技術協力
推進事業　国際科学技術共同研究
事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166258

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　研究成果展開事業　イノ
ベーションハブ構築支援事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166259

2016 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　公募 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166260

2016 委託・受託研究 委託・受託研究 28　ＪＳＴ　知的財産権出願通知書 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166261
2016 委託・受託研究 委託・受託研究 28　JST さくらサイエンスプラン 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166264

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
（COI）　ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾄﾗｲｱ

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166265

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
さきがけ　受託・共同研究

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166267

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACCEL

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166268

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　産学共創基礎基盤研究プ
ログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166269

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　戦略的創造研究推進事業　　先
端的低炭素化技術開発（ALCA）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166270

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　研究成果最適展開支援事
業　Ａ－ＳＴＥＰ

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166271

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 高度医療用電源の加速器用
実負荷での検証（ニチコン株式会

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166272

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO フレキシブル有機熱電材料お
よびモジュールの開発（未利用熱エ
ネルギー革新的活用技術研究組合）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166275

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業 
 医療光学用ステンレス系射出成形
金型のダイヤモンド切削技術の開発
（埼玉県産業振興公社）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166282

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業 
高精度冷間圧延用工具の低歪み高
速加工プロセス開発（東京都立産業
技術研究センター）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166283

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業　
医療現場改善と疾患早期発見に繋
がるディスポーザブル型内視鏡光学
系の開発（埼玉県産業振興公社）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166284

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業　
高張力鋼板によるモジュール部品軽
量化を実現させるプレス加工・ハイブ
リッド溶接複合プロセスの構築（東北
経済産業局）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166285

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業　
高い検出効率と高速性を兼ね備えた
エネルギー超高分解能Ｘ線検出器シ
ステムの開発（近畿経済産業局）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166286

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業　
次世代型植物エストロゲン【グリセオ
リン】の大規模工業化（くまもと産業
支援財団）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166288

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 ゲノムスケールモデルを拡
張した新規代謝反応経路の設計技
術の開発（高機能遺伝子デザイン技
術研究組合）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166290

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
経産省 植物利用型坑廃水浄化技術
等基礎調査事業に係る植物の栽培
実験（DOWA）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166292

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
総務省 プライバシーに配慮した情報
提供を可能にする高度知識集約プ
ラットフォームの研究開発

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166293

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
厚労省 iPS細胞やES細胞を加工し
た再生医療製品の臨床応用に向け
た評価方法

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166295

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
厚労省 次世代医療機器・再生医療
等製品評価指標作成事業（国立医
薬品食品衛生研究所）

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166296

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
板橋区 観光資源整備事業補助金制
度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166298

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
国立研究開発法人国立精神・神経
医療研究センター　平成28年度～　
精神・神経疾患研究委託費

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166299

2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成2９年度特別
研究員採用者手続き資料

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166300

2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成28年度
(No.2)

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166301

2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成29年度
(No.1)

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166302

2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　28-30　頭脳循環
を加速する戦略的国際研究ネット
ワーク推進プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 10年 2027年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166303

2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　29　二国間交流事
業

外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166304



2016
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　27　国際共同研究
事業　スイスとの国際共同研究プロ
グラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166305

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
28　ＪＳＴ　研究成果展開事業　産学
共創プラットフォーム共同研究推進
プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166307

2016 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-計算財団Ⅰ期 外部資金室長 2017年04月01日 7年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166309

2016 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 　特別研究員
奨励費　応募申請　平成28年度

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166310

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
厚労省 革新的医薬品・医療機器・再
生医療製品実用化促進事業 「医薬
品等迅速化事業補助金」

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166311

2016 委託・受託研究 委託・受託研究

【28】 経産省 革新的バイオマテリア
ル実現のための高機能化ゲノムデ
ザイン技術開発【高機能遺伝子デザ
イン技術研究組合】

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166312

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　リサーチ
コンプレックス

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166313

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的イノベーション創造プロ
グラム　SIP第Ⅰ期

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166314

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　大学発新
産業創出プログラム　START

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166315

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　マッチン
グプランナープログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166316

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　先端計測
分析技術・機器開発プログラム

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166317

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　社会技術研究開発センター　
RISTEX

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166318

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　ライフサイエンスデータベース
統合推進事業

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166319

2016 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的イノベーション創出推
進プログラム　S-イノベ

外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20166320

2016 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 28　AMED　中間検査 外部資金室長 2017年04月01日 5年 2022年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20166322
2017 ◎科研費 ◎科研費 平成29年度科研費稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017001

2017
◎国内財団、海外助成
金

◎国内財団、海外助成
金

平成29年度国内財団、海外助成金
稟議書

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017002

2017 ◎文科省 ◎文科省 平成29年度文科省稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017003
2017 ◎ＪＳＴ ◎ＪＳＴ 平成29年度ＪＳＴ稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017004
2017 ◎ＡＭＥＤ ◎ＡＭＥＤ 平成29年度ＡＭＥＤ稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017005
2017 ◎その他政府系 ◎その他政府系 平成29年度その他政府系稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017006
2017 ◎ＳＩＰ、ImPACT ◎ＳＩＰ、ImPACT 平成29年度ＳＩＰ、ImPACT稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017007

2017
◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

平成29年度他省庁科研費、ＪＳＰＳ
稟議書

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017008

2017 ◎管理 ◎管理 平成29年度管理稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017009
2017 ◎寄附 ◎寄附 平成29年度寄附稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2017010
2017 ◎ＡＩＰプロジェクト ◎ＡＩＰプロジェクト 平成29年度ＡＩＰプロジェクト稟議書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20176012

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT) No.2_『ユビキタス・パ
ワーレーザーによる安全・安心・長寿
社会の実現』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177011

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT) No.2_『豊かで安全な社
会と新しいバイオものづくりを実現す
る人工細胞リアクタ』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177012

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No..3_『核変換による
高レベル放射性廃棄物の大幅な低
減・資源化』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177013

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『超薄膜化・強靭
化「しなやかなタフポリマー」の実現』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177014

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『量子人工脳を
量子ネットワークでつなぐ高度知識
社会基盤の実現』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177015

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『イノベーティブ
な可視化技術による新成長産業の

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177016

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『超高機能構造
タンパク質による素材産業革命』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177017

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『セレンディピティ
の計画的創出による新価値創造』

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177018

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】革新的研究開発推進プログラ
ム（ImPACT)　No.3_『脳情報の可視
化と制御による活力溢れる生活の実

外部資金室長 2018年04月01日 10年 2028年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177019

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 特別研究員奨
励費　応募申請　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177031

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　応募申請（決算書・公募要
領他）公募・研究活動スタート支援
（特別研究員奨励費以外）　H29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177035

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　特別推進研究
/新学術研究領域研究（研究領域提
案型）平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177036

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術研究領
域研究（研究領域提案型）（継続の
研究領域）　No.1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177037

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術研究領
域研究（研究領域提案型）（継続の
研究領域）No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177038

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（S)
（A)　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177039

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B)
一般/特設　No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177041

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　研究活動ス
タート支援　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177042

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
一般　No.1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177043

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C)
一般　No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177044

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B）
（C）特設分野　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177045

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的研究
（萌芽）　No.1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177046

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的研究
（萌芽）　No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177047

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的研究
（開拓）　No.1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177049

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（A)　
平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177050

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177051

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究（B)　
No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177052

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　研究成果公開
促進費・奨励研究　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177053



2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金配分通知　平成29年
度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177054

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付前事前使用理由調書　
平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177055

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知（決算書・
特推・進学術・基盤（S)）　No.1平成
29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177056

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知　基盤A・
基盤B　No.2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177057

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知（基盤B・
C・挑戦的）　No.3　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177058

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費説明会・外部資金相
談会　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177059

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付決定　決裁書等・交付
決定通知書（補助金）（予算配賦依
頼書含）　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177060

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付申請・支払請求（決裁
書・他）　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177061

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 廃止・変更・保
留　交付申請後　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177062

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 転出・辞退・保
留　交付申請時　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177063

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 転出　交付申
請後　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177064

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 転入　交付申
請後　No1　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177065

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科学研究費助成事業 転入　交付申
請後　No2　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177066

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究実績報告書　基金・一
部基金　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177067

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究実績報告書　補助金　
平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177068

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　収支決算報告書　平成29年
度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177069

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.1　平成29年度 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177070

2017 民間助成金 民間助成金
住友・内藤・武田・上原財団　平成29
年度公募・応募資料

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177072

2017 外国機関助成金 外国機関助成金 機関登録（EC) 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177073

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　新学術領域研究　
平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177092

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究　（S)・
（A)平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177093

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（B)　
No.1 平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177094

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（B)　
No.2 平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177095

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　特別研究員奨励
費（日本人）（外国人）　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177096

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　研究活動スター
ト支援・研究成果公開促進費・奨励
研究　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177097

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　挑戦的萌芽研究 
No.1　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177098

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　挑戦的萌芽研究 
No.2　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177099

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（C)　Ｎ
ｏ．1　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177100

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（C)　Ｎ
ｏ．2　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177101

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（B)　Ｎ
ｏ．1　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177102

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（B)　Ｎ
ｏ．2　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177103

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究成果報告書　平成28年
度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177104

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
熱輸送システムでの利活用を目的と
した化学蓄熱体と反応プロセスの実
用化開発（トヨタ）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177107

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果展開事業　産学
共創プラットフォーム共同研究推進
プログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177112

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　未来社会創造事業　大規
模型・探索加速型

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177113

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　社会技術研究開発セン
ター　RISTEX

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177114

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果展開事業　リ
サーチコンプレックス

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177115

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　ライフサイエンスデータ
ベース統合推進事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177116

2017 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20177117

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的イノベーション創出
推進プログラム(S-ｲﾉべ）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177118

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACT-C

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177119

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果展開事業 先端
計測分析技術・機器開発プログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177120

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　地域産学バリュープログラ
ム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177121

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果展開事業　大学
発新産業創出プログラム（START）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177122

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　医薬品等規制調和・評
価研究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177123

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　臨床研究等ICT基盤構
築研究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177125

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　ゲノム創薬基盤推進研
究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177126

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　老化メカニズムの解明・
制御プロジェクト

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177127

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　再生医療の産業化に向
けた評価基盤技術開発事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177128

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　長寿・障害者総合研究
事業　障害者対策総合研究開発事

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177130

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　感染症研究革新イニシ
アティブ（J-PRIDE）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177131

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　橋渡し研究加速ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177132

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29神奈川県　・水産技術センター　
・KISTEC　・衛生研究所

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177133

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29JAXA「ＭＡＸＩ－ＮＩＣＥＲ機上連
携（ＯＨＭＡＮ－ＪＰ）に関わる共同研

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177134

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H30自然科学研究機構　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177135
2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H30国土交通省　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177136

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＨＰＣＩの運営（ＨＰＣＩ共用スト
レージ等（西拠点）の運用、保守）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177138

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　高性能汎用計算機高度利用補
助事業 「ヘテロジニアス・メニーコア
計算機による大規模計算科学」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177139



2017 委託・受託研究 委託・受託研究 30　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177140

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
29　科学技術人材育成費補助事業　
「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ（特色型）」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177141

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 日本学術振興会　卓越研究員事業 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177142

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：農研機構次世代作物開発
研究センター） 農林水産省委託プロ
ジェクト研究 温暖化の進行に適応す
る品種・育種素材の開発委託事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177143

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】 農林水産技術会議事務局（代
表機関：農研機構動物衛生研究部
門） 農林水産省委託プロジェクト研
究 海外からの侵入が危惧される重
要家畜疾病の侵入・まん延防止技術
の開発　 「抗インフルエンザ剤シード

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177144

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】 農林水産技術会議事務局（単
独受託） 農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業２８０１１A 植物保
護を目指した天然物ケミカルバイオ
ロジー研究

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177145

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】生研支援センター（代表機関：
国立研究開発法人水産研究・教育
機構増養殖研究所） 革新的技術開
発・緊急展開事業（うち先導プロジェ
クト） 水産物の国際競争に打ち勝つ
横断的育種技術と新発想飼料の開

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177146

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：国立大学法人名古屋大学）  
画期的機能を持つ野菜の接ぎ木シ
ステムの実用化と接ぎ木効率を向上
させる接ぎ木接着剤の開発共同研
究機関  農林水産業・食品産業科学

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177147

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：国立大学法人大阪大学）  
有用サポニン生産技術開発コンソー
シアム  農林水産業・食品産業科学
技術研究推進事業 　高度機能分化
した植物組織培養による有用サポニ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177148

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産業・食品産業化学技
術研究推進事業委託事業（継続課
題）　共生阻害防除剤開発コンソー
シアム（代表機関：富山大）　コナジラ
ミ類をモデルとした共生機能阻害に
よる低環境負荷型害虫防除資材の

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177149

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】生研支援センター（牛白血病対
策コンソーシアム） 　革新的技術開
発・緊急展開事業(うち地域戦略プロ
ジェクト)  牛白血病ウイルス抵抗性・
感受性牛の識別による革新的地方
病性牛白血病制圧戦略の実証研

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177150

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：岡山県農林水産総合セン
ター）  デュアル抵抗性蛋白質システ
ムコンソーシアム 　農林水産業・食
品産業科学技術研究推進事業  デュ
アル抵抗性蛋白質システムによる革

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177151

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：国立大学法人京都大学）  
農食事業２６００２ＡＢコンソーシアム  
農林水産業・食品産業科学技術研
究推進事業 　オメガ３脂肪酸の発酵
生産ならびに高機能化技術開発

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177152

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：農研機構次世代作物開発
研究センター）  農食事業２９００２A
コンソーシアム 　農林水産業・食品
産業科学技術研究推進事業  高温
耐性に優れた水稲を創出するペプタ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177154

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】生研支援センター（代表機関：
東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター） 　世界の健康に貢献する日
本食パターンコンソーシアム 　「知」
の集積と活用の場による革新的技
術創造促進事業(異分野融合発展研

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177155

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：国立大学法人山口大学）  
日露ネギ属遺伝資源研究コンソーシ
アム 　戦略的国際共同研究推進委
託事業のうち国際共同研究パイロッ
ト事業（ロシア）  ロシア極東用ネギ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177156

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】生研支援センター（牛のウイル
ス葉粒子ワクチン開発コンソーシア
ム） 　革新的術開発・緊急展開事業
（うち経営体強化プロジェクト）  牛慢
性感染症克服のための革新的ワク
チン開発とその実証試験

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177157

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
【29】農林水産技術会議事務局 　委
託事業により取得した物品に係る手
続き等について

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177158

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局/農
研機構　生研支援センター 　特許出
願・登録・放棄に関する届出書関係
書類（平成29年度提出分）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177159

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
日本学術振興会　29-30　ひらめき
☆ときめきサイエンス

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177160

2017
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　29　日中韓フォー
サイト事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177161

2017
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　30　二国間交流事
業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177162

2017
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　29-30　研究拠点
形成事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177163

2017
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成30年度特別
研究員採用者手続き資料

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177164

2017
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177165

2017 エフォート管理 エフォート管理 29　エフォート管理届出書等 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177168

2017 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関からの研究助成金　平成
29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177169

2017 外国機関助成金 外国機関助成金 HFSP 2017 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177170

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　感染症研究国際展開戦
略プログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177171

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　エイズ対策実用化研究
事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177172

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 29　AMED　創薬支援推進事業 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177173

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的がん医療実用化
研究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177174



2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　再生医療臨床研究促進
基盤事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177175

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　次世代がん医療創生研
究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177176

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　次世代がん医療創生研
究事業（再委託分）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177177

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　オーダーメイド医療の実
現プログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177178

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　ゲノム医療実現推進プ
ラットフォーム事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177179

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　肝炎等克服実用化研究
事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177180

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　脳科学研究戦略推進プ
ログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177181

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的バイオ医薬品創
出基盤技術開発事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177182

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 29　AMED　再生医療実用化研究事 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177183

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ユニットタイプ（CREST）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177184

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　医療分野国際科学技術
共同研究開発推進事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177185

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　先端計測分析技術・機
器開発プログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177186

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　ナショナルバイオリソー
スプロジェクト

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177187

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的先端研究開発支
援事業インキュベートタイプ（LEAP)

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177188

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　創薬等ライフサイエンス
研究支援基盤事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177189

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 29　AMED　共通 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177190

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的技術による脳機
能ネットワークの全容解明プロジェク

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177193

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177194

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　感染症実用化研究事業　
新興・再興感染症に対する革新的医
薬品等開発推進研究事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177195

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ソロタイプ（PRIME)

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177196

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業免疫アレルギー疾
患実用化研究分野

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177197

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 29　AMED　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177198

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　難治性疾患実用化研究
事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177199

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 29　AMED　公募　応募書類 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177200

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　臨床ゲノム情報統合
データベース整備事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177204

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
29　AMED　次世代治療・診断実現
のための創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 A33-00-20177205

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H29自然科学研究機構　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177206

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

H29自然科学研究機構「・新分野創
成センターブレインサイエンス研究
分野プロジェクト　・融合発展促進研
究プロジェクト」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177207

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29国立天文台「高効率高分散回折
格子の開発」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177208

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 H29防衛装備庁　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177209

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29防衛装備庁「ダークメタマテリア
ルを用いた等方的広帯域光吸収体」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177210

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29JAXA PMM研究「GPM観測の
データ同化の高度化」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177212

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29JAXA「次世代衛星搭載降水レー
ダーデータの気象予報データ同化手
法の開発（その2）」

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177213

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29JAXA「宇宙環境における健康管
理に向けた免疫・腸内環境の統合評
価」に係る宇宙実験のデータ解析等

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177214

2017 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
H29JAXA「X線偏光観測衛星
PRAXySに向けた基礎開発研究」

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177215

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】水産庁（代表機関：国立研究開
発法人水産研究・教育機構）　クロマ
グロ養殖高機能・高効率餌料共同研
究機関　クロマグロ養殖用の高機
能、高効率餌料の開発事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177216

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産技術会議事務局（代
表機関：農研機構次世代作物開発
研究センター）　農食事業２７０１８Ｃ
コンソーシアム　超多収穫米を利用
した高付加価値化加工用米粉原料
の生産体系の確立

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177217

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】農林水産省委託プロジェクト研
究（代表機関：早稲田大学）　農林水
産分野における気候変動対応のた
めの研究開発　「有害プランクトンに
対応した迅速診断技術の開発」

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177218

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

【29】生研支援センター（代表機関：
東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター）　高付加価値日本食の開発
とそのグローバル展開コンソーシア
ム　「知」の集積と活用の場による研
究開発モデル事業　高付加価値日

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177219

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　戦略的オミクス育種技術体
系の構築

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177221

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　収量や成分を自在にコント
ロールできる太陽光型植物工場

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177222

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　地域のリグニン資源が先導
するバイオマス利用システムの技術

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177223

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　食シグナルの認知科学の
新展開と脳を活性化する次世代機
能性食品開発へのグランドデザイン

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177224

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　持続可能な農業生産のた
めの新たな総合的植物保護技術の

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177225

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術の普及と高

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177226



2017 委託・受託研究 委託・受託研究

H29年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術等を用いた
農水産物の画期的育種改良

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177227

2017 委託・受託研究 委託・受託研究 29　契約書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177228
2017 委託・受託研究 委託・受託研究 29　額の確定関連 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177229
2017 委託・受託研究 委託・受託研究 29　公募 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177230

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　光・量子融合連携研究開発プロ
グラム　ものづくり現場で先端利用可
能な小型高輝度中性子源システム
の整備・高度化

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177231

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　最先端の光の創成を目指した
ネットワーク拠点形成プログラム　先
端光量子科学アライアンス（先端光
源技術開拓）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177232

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研代表+委託機関①　18.

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177233

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研代表+委託機関②　18.

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177234

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」萌芽
的課題 理研が分担　　3課題

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177235

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」重点
課題 理研代表+委託機関①　　8課

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177236

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　「ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発」重点
課題 理研が分担②　　4課題

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177237

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　先端研究基盤共用促進事業　
（共用プラットフォーム形成支援プロ
グラム） NMR共用プラットフォーム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177238

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

29　光・量子科学研究拠点形成に向
けた基盤技術開発次世代加速器要
素技術開発プログラム 「革新的次世
代リング加速器ビーム入射部の開
発」理研代表+委託機関

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177239

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
　CREST

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177240

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ＥＲＡＴＯ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177241

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的国際科学技術協力
推進事業　国際科学技術共同研究
事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177242

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果展開事業　イノ
ベーションハブ構築支援事業

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177243

2017 委託・受託研究 委託・受託研究 29　ＪＳＴ　知的財産権出願通知書 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177245

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
（COI）　ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ・ﾄﾗｲｱ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177248

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
さきがけ　受託・共同研究

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177250

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACCEL

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177251

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　産学共創基礎基盤研究プ
ログラム

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177252

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　戦略的創造研究推進事業　　先
端的低炭素化技術開発（ALCA）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177253

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
29　ＪＳＴ　研究成果最適展開支援事
業　Ａ－ＳＴＥＰ

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177254

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 固体高分子形燃料電池利用
高度化技術開発事業（北海道大学）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177255

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 革新型蓄電池実用化促進基
盤技術開発

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177256

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO IoT推進のための横断技術開
発プロジェクト

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177257

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 植物等の生物を用いた高機
能品生産技術（吉積）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177258

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 植物等の生物を用いた高機
能品生産技術（岡田）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177259

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 植物等の生物を用いた高機
能品生産技術（白井）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177260

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 高輝度･高効率次世代ﾚｰｻﾞｰ
技術開発

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177261

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
NEDO 次世代人工知能･ﾛﾎﾞｯﾄ中核
技術開発

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177262

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 戦略的基盤技術高度化事業　
車載LEDヘッドランプ用ヒートシンク
の工法転換を実現する精密プレス鍛
造複合加工技術の開発（群馬県産
業支援機構）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177263

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
経産省 多項目遺伝子関連検査に関
する国際標準化実現可能性調査（三
菱総合研究所）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177265

2017 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省 ふるさと名物応援事業補助
金 再生医療の研究を支える精密電
動ピペットの試作開発と海外展開（ア
イカムスラボ）

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177266

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
総務省 プライバシーに配慮した情報
提供を可能にする高度知識集約プ
ラットフォームの研究開発

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177267

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
総務省 テラヘルツ波等における非
熱作用の有無に関する調査

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177268

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.2　平成29年度 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177270
2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　名簿調査　平成29年度 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177271

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究分担者承諾書　平成29
年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177272

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費口座入出金写し　平
成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177273

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　額の決定通知書　平成29年
度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177274

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　採択課題　交付申請・支払
請求（決算書・他）　平成29年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177275

2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度終了課題① 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177277
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度終了課題② 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177278
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度終了課題③ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177279
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度終了課題④ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177280
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度終了課題⑤ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177281
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料① 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177282
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料② 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177283
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料③ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177284
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料④ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177285
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料⑤ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177286



2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料⑥ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177287
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料⑦ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177288
2017 民間助成金 民間助成金 平成29年度公募・応募資料⑧ 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177289
2017 委託・受託研究 委託・受託研究 29　JST さくらサイエンスプラン 外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177290
2017 帳簿 帳簿 H28 決算資料 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177291
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団5 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177292
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団6 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177293
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団7 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177294
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団8 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177295
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団9 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177296
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-財団10 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177297
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-計算財団Ⅱ期 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177298

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・内
部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177299

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・内
部代表】2

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177300

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・内
部代表】3

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177301

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・外
部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177302

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・外
部代表】2

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177303

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・外
部代表】3

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177304

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・外
部代表】4

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177305

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【補・外
部代表】5

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177306

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177307

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】2

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177308

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】3

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177309

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】4

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177310

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】5

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177311

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・内
部代表】6

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177312

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【基・外
部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177313

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・内部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177314

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177315

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】2

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177316

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】3

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177317

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】4

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177318

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】5

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177319

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】6

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177320

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-科研費【一部
基金・外部代表】7

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177321

2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-厚労科研費 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177322
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-JST/CREST1 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177323
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-JST/CREST2 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177324
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-JST/さきがけ 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177325
2017 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料-JST/ImPACT 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177326
2017 帳簿 帳簿 H31予算配賦等資料-JST/その他1 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177327
2017 帳簿 帳簿 H31予算配賦等資料-JST/その他2 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177328
2017 帳簿 帳簿 H31予算配賦等資料-SIP 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177329

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-政府関係法人
受託/その他1

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177330

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-政府関係法人
受託/その他2

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177331

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-政府関係法人
受託/その他3

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177332

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-政府関係法人
受託/その他4

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177333

2017 帳簿 帳簿
H29予算配賦等資料-政府関係法人
受託/その他5

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177334

2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-文科省/受託1 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177335
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-文科省/受託2 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177336
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-補助金/その 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177337
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託1 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177338
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託2 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177339
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託3 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177340
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託4 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177341
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託5 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177342
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託6 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177343
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/委託7 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177344
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-AMED/補助金 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177345
2017 帳簿 帳簿 H29予算配賦等資料-一般管理費 外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177346

2017 帳簿 帳簿
H29年度予算配賦資料-寄附金(使
途特定)

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177347

2017 帳簿 帳簿
H29年度予算配賦資料-寄附金(募
集特定-1)

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177348

2017 帳簿 帳簿
H29年度予算配賦資料-寄附金(募
集特定-2)

外部資金室長 2018年04月01日 7年 2025年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177349

2017 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（A)　Ｎ
ｏ．1　平成28年度

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20177350

2017 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的イノベーション創造プロ
グラム　SIP第Ⅰ期

外部資金室長 2018年04月01日 5年 2023年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20177351

2018 ◎科研費 ◎科研費 平成30年度科研費稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018001

2018
◎国内財団、海外助成
金

◎国内財団、海外助成
金

平成30年度国内財団、海外助成金
稟議書

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018002

2018 ◎文科省 ◎文科省 平成30年度文科省稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018003
2018 ◎ＪＳＴ ◎ＪＳＴ 平成30年度ＪＳＴ稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018004
2018 ◎ＡＭＥＤ ◎ＡＭＥＤ 平成30年度ＡＭＥＤ稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018005
2018 ◎その他政府系 ◎その他政府系 平成30年度その他政府系稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018006
2018 ◎ＳＩＰ、ImPACT ◎ＳＩＰ、ImPACT 平成30年度ＳＩＰ、ImPACT稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018007

2018
◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

平成30年度他省庁科研費、ＪＳＰＳ
稟議書

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018008

2018 ◎管理 ◎管理 平成30年度管理稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018009
2018 ◎寄附 ◎寄附 平成30年度寄附稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2018010
2018 ◎ＡＩＰプロジェクト ◎ＡＩＰプロジェクト 平成30年度ＡＩＰプロジェクト稟議書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20186012

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
28-30　環境省　皇居外苑ヒカリゴケ
保全事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188011

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 経産省 戦略的基盤技術高度
化事業 複合耐摩耗工具のグリップ
解析に基づいた適応・学習制御によ
る新研削システムの開発

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188012



2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【29-30】 経産省 戦略的基盤技術高
度化事業 自動車用フルボディー３次
元形状計測技術の開発（サビア）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188013

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【29-30】 経産省 戦略的基盤技術高
度化事業　マルチマテリアルによる
EV用電池パックケースのハイブリッ
ド型プレス量産技術の研究開発

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188014

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【29-30】 経産省 戦略的基盤技術高
度化事業　インフレータケースの工
法転換を実現させる高強度鋼板によ
る超深絞り成形加工技術の構築

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188015

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【29-30】 経産省 戦略的基盤技術高
度化事業　次世代型植物エストロゲ
ン【グリセオリン】の大規模工業化（く
まもと産業支援財団）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188016

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 経産省 戦略的基盤技術高度
化事業 無染色・非侵襲での細胞特
性解析技術の開発（公益財団法人
京都高度技術研究所）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188017

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）第２期　ビッグデータ・AI
を活用したサイバー空間基盤技術 
AI間連携基盤技術 「健康・医療・介
護AI連携基盤の構築」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188018

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 戦略的イノベーション創造プロ
グラム（SIP）第２期 ビッグデータ・AI
を活用したサイバー空間基盤技術 
認知的インタラクション支援技術 「イ
ンフラ領域における職人の技の伝承
教育と機器実装の研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188019

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 国交省 ２次元CADﾃﾞｰﾀを用い
たAIによる３次元モデル構築技術に
関する研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188020

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 革新型蓄電池実用化促
進基盤技術開発

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188021

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 植物等の生物を用いた
高機能品生産技術（吉積）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188022

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 植物等の生物を用いた
高機能品生産技術（白井）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188023

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 高生産性微生物創製に
資する情報解析システムの開発（京
大）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188024

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 植物等の生物を用いた
高機能品生産技術（岡田）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188025

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO IoT推進のための横断
技術開発プロジェクト 組合せ最適化
処理に向けた革新的アニーリングマ
シンの研究開発

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188026

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 高輝度・高効率次世代
レーザー技術開発（平山）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188027

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【29-30】 NEDO 革新的新構造材料
等研究開発 「中性子等量子ビーム
を用いた構造材料／接合・接着部の
解析手法の確立と材料開発への適
用/構造材料解析・産業利用に特化
した小型中性子解析装置の新規開

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188028

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】 NEDO 先進・革新蓄電池材料
評価技術開発（第２期） 「共通基盤
技術開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188029

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO エネルギー・環境新技
術先導研究プログラム 「異なる電極
活性点を利用したCO2からのC2化合
物製造技術およびシステムの研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188030

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 省エネ製品開発の加速
化に向けた複合計測分析システム
研究開発事業 「複合計測分析シス
テムの開発（ＣＰＳ型複合計測分析）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188031

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 先導研究プログラム エ
ネルギー・環境新技術先導研究プロ
グラム 「ＺＥＶ用電池製造のための
革新的異物検出技術の研究開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188032

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 水素利用等先導研究開
発事業 水電解水素製造技術高度化
のための基盤技術研究開発 「非貴
金属触媒を利用した固体高分子型
水電解の変動電源に対する劣化解
析と安定性向上の研究開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188033

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 経済産業局　戦略的国際標準
化加速事業（ゲノム解析および多項
目遺伝子関連検査に関する国際標
準化）【三菱総研】

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188034

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 経産省 平成29年度 産業デー
タ共有促進事業費補助金 「ブロック
チェーン活用によるヘルスケアデー
タ共有モデル構築事業」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188035

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 次世代人工知能・ロボッ
ト中核技術開発　「AI×ロボットによ
る高品質細胞培養の自動化とオミッ
クスデータ大規模取得」（AIST)

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188036

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 先導研究プログラム 新
産業創出新技術先導研究プログラ
ム 「ヒトマイクロバイオームの産業利
用に向けた、解析技術及び革新的
制御技術の開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188037

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 次世代人工知能・ロボッ
ト中核技術開発／グローバル研究
開発分野 「新薬開発を効率化・加速
する製剤処方設計AIの開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188038

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 植物等の生物を用いた
高機能品生産技術の開発／スマー
トセル関連技術の社会実装推進に
向けて解決すべき新規課題の検討　
「バイオ合成可能な有用モノマー化
合物の探索技術の開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188039

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 人工知能技術適用によ
るスマート社会の実現「IoT・AI支援
型健康・介護サービスシステムの開
発と社会実装研究」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188040

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 高効率・高速処理を可
能とするAIチップ・次世代コンピュー
ティングの技術開発／次世代コン
ピューティング技術の開発 「深層確
率コンピューティング技術の研究開

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188041



2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】 NEDO 高効率・高速処理を可
能とするAIチップ・次世代コンピュー
ティングの技術開発／次世代コン
ピューティング技術の開発 「2028年
に性能100倍を達成する汎用性の高
い高性能計算機アーキテ

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188042

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30  総務省 テラヘルツ波等における
非熱作用の有無に関する調査

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188043

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
28-30 JST　地球規模課題対応　国
際科学技術協力事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188044

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
28-30　ＪＳＴ　PM育成プログラム共
同研究推進プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188045

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　藤田PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188046

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　山川PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188047

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　伊藤PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188048

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　八木PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188049

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　鈴木PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188050

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　合田PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188051

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　佐野PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188052

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
革新的研究開発推進プログラム
（ImPACT) 　山本PM

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188053

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業　
CREST

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188054

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業　
ERATO

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188055

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的国際科学技術協力
推進事業　国際科学技術共同研究
事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188056

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　JST　知的財産権出願通知書 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188057

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST/日本・アジア青少年サイエ
ンス交流事業プラン　 さくらサイエン
スプラン

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188058

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　JST　ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188059

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業　
さきがけ　受託・共同研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188060

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業　
ACCEL

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188061

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業　
先端的低炭素化技術開発（ALCA）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188062

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　研究成果最適展開支援事
業　A‐STEP

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188063

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　産学共創プラットフォーム
共同研究推進プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188064

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　JST　AIP加速PRISM 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188065
2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　JST　AIPチャレンジPRISM 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188066

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　研究成果展開事業　イノ
ベーションハブ構築支援事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188067

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的創造研究推進事業  
チーム型研究（さきがけネットワー

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188068

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　戦略的イノベーション創出
推進プログラム(S‐イノベ)

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188070

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　ライフサイエンスデータ
ベース統合推進事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188071

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　研究成果展開事業　リ
サーチコンプレックス

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188072

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　JST　社会技術研究開発セン
ター　RISTEX

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188073

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　JST　地域産学バリュープログラ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188074

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　先端研究基盤共用促進事業
（SIP）　「Society5.0 実現化研究拠点
支援事業」理研が分担

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188075

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　光・量子飛躍フラグシッププログ
ラム（Q-LEAP）「次世代アト秒レー
ザー光源」/「光量子科学によるもの
づくり」理研が分担

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188076

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　光・量子飛躍フラグシッププログ
ラム（Q-LEAP）「超伝導量子コン
ピュータの研究開発」理研が代表

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188077

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　光・量子飛躍フラグシッププログ
ラム（Q-LEAP）「超伝導量子コン
ピュータの研究開発」委託期間[基礎
基盤4～6]

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188078

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　光・量子飛躍フラグシッププログ
ラム（Q-LEAP）「超伝導量子コン
ピュータの研究開発」委託期間[基礎
基盤1～3]

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188079

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　高性能汎用計算機高度利用補
助事業（次世代領域研究開発）「ヘテ
ロジニアス・メニーコア計算機による
大規模計算科学」理研代表＋再委

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188080

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発　重点
課題　理研が分担

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188081

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発　萌芽
的課題　理研が分担

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188082

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発　重点
課題　理研代表＋委託機関

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188083

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発　萌芽
的課題　理研代表

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188084

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　ポスト「京」で重点的に取り組む
べき社会的・科学的課題に関するア
プリケーション開発・研究開発　萌芽
的課題　委託機関　（サブ課題A~E）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188085

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　次世代加速器要素技術開発プ
ログラム「革新的次世代リング加速
器ビーム入射部の開発」理研代表 + 
再委託（3機関）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188086

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

30　英知を結集した原子力科学技
術・人材育成推進事業廃炉加速化プ
ログラム「廃炉作業ロボット向けたい
放射線組み込みシステムの開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188087

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　HPCIの運営　（HPCI共用スト
レージ等（西拠点）の運用、保守）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188088



2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　科学技術人材育成費補助事業　
「ダイバーシティ研究環境実現イニシ
アティブ（特色型）」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188089

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　自然科学機構　共同研究・委託
研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188090

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　宇宙航空研究開発機構　共同研
究・委託研究

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188091

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　防衛装備庁　理研代表+再委託
（2機関）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188092

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　公募　防衛装備庁 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188093
2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 31　公募 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188094

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　医薬品等規制調和・評
価研究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188095

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　再生医療臨床研究促進
基盤事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188096

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　臨床ゲノム情報統合
データベース整備事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188097

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　次世代がん医療創生研
究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188098

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　次世代がん医療創生研
究事業（再委託分）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188099

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　ゲノム医療実現推進プ
ラットフォーム事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188100

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　次世代治療・診断実現
のための創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188101

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　AMED　創薬支援推進事業 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188102

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　エイズ対策実用化研究
事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188103

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　臨床研究等ICT基盤構
築研究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188104

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　ゲノム創薬基盤推進研
究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188105

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的技術による脳機
能ネットワークの全容解明プロジェク

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188106

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188107

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的がん医療実用化
研究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188108

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　老化メカニズムの解明・
制御プロジェクト

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188109

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　再生医療の産業化に向
けた評価基盤技術開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188110

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　糖鎖利用による革新的
創薬技術開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188111

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　肝炎等克服実用化研究
事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188112

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ソロタイプ（PRIME)

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188113

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　難治性疾患実用化研究
事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188114

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　長寿・障害者総合研究
事業　障害者対策総合研究開発事

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188115

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　新興・再興感染症に対す
る革新的医薬品等開発推進研究事

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188116

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　AMED　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188117

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　創薬等ライフサイエンス
研究支援基盤事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188118

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　感染症研究革新イニシ
アティブ（J-PRIDE）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188119

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　ナショナルバイオリソー
スプロジェクト

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188120

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的先端研究開発支
援事業インキュベートタイプ（LEAP)

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188121

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　感染症研究国際展開戦
略プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188122

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　先端計測分析技術・機
器開発プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188123

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　医療分野国際科学技術
共同研究開発推進事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188124

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　脳科学研究戦略推進プ
ログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188125

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　免疫アレルギー疾患等
実用化研究事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188126

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　AMED　再生医療実用化研究事 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188127

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的先端研究開発支
援事業ユニットタイプ（CREST）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188128

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　革新的バイオ医薬品創
出基盤技術開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188129

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　橋渡し研究戦略的推進
プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188130

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　戦略的国際脳科学研究
推進プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188131

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　未来医療を実現する医
療機器・システム研究開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188132

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　医療研究開発革新基盤
創成事業(CiCLE)

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188133

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　産学連携医療イノベー
ション創出プログラム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188134

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30　AMED　ロボット介護機器開発・
標準化事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188135

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　AMED　公募　応募書類 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188136
2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 30　AMED　共通 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188140

2018 帳簿 帳簿
H30年度予算配賦資料-寄附金(使
途特定)

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188142

2018 帳簿 帳簿
H30年度予算配賦資料-寄附金(募
集特定)

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188143

2018 帳簿 帳簿
H30年度予算配賦資料-寄附金(一
般寄附金)

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188144

2018 帳簿 帳簿
H30年度予算配賦資料-寄附金(予
算流用/室内ｺｰﾄﾞ付与･一般管理費
配賦)

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188145

2018 寄附金 寄附金
｢特定寄附金の今後の使用計画につ
いて｣平成30年度まで

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188146

2018 寄附金 寄附金
褒章条例に係る公益団体の認定に
ついて/紺綬褒章関係手続き

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188147

2018 寄附金 寄附金
郵便料金受取人払承認について/承
認番号通知

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188148

2018 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関からの研究助成金　平成
30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188149

2018 外国機関助成金 外国機関助成金 HFSP 2018 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188150
2018 外国機関助成金 外国機関助成金 LUSH COSMETICS 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188151

2018 外国機関助成金 外国機関助成金
The American Physiological 
Society(APS)

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188152

2018 外国機関助成金 外国機関助成金 韓国産業技術振興院（KIAT) 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188153
2018 外国機関助成金 外国機関助成金 ＡＲＯ／ＡＦＯＳＲ 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188154
2018 外国機関助成金 外国機関助成金 Silicon Valley Community 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188155



2018
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成31年度特別
研究員・海外特別研究員　採用者手
続き資料

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188156

2018
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成30年度外国
人研究者（採択者）諸手続き資料

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188157

2018
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　平成30年度外国
人研究者（採択者）諸手続き資料

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188158

2018
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　30　国際的な活躍
が期待できる研究者の育成事業

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188160

2018
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　28～30　頭脳循環
を加速する戦略的国際研究ネット
ワーク推進プログラム２

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188161

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
厚生労働省　科学研究費補助金【研
究分担者】

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188162

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
国立長寿医療研究センター（NCGG)　
長寿医療研究開発費

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188163

2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度終了課題① 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188164
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度終了課題② 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188165
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度終了課題③ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188166
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度終了課題④ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188167
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料① 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188168
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料② 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188169
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料③ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188170
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料④ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188171
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料⑤ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188172
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料⑥ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188173
2018 民間助成金 民間助成金 平成30年度公募・応募資料⑦ 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188174

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】農林水産技術会議事務局（代
表機関：早稲田大学）　農林水産省
委託プロジェクト研究　農林水産分
野における気候変動対応のための
研究開発　「有害プランクトンに対応
した迅速診断技術の開発」

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188176

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】農林水産技術会議事務局（代
表機関：国立大学法人山口大学）  
日露ネギ属遺伝資源研究コンソーシ
アム 　戦略的国際共同研究推進委
託事業のうち国際共同研究パイロッ
ト事業（ロシア）  ロシア極東用ネギ

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188177

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】水産庁（代表機関：国立研究開
発法人水産研究・教育機構西海区
水産研究所）　クロマグロ養殖高機
能・高効率餌料共同研究機関　クロ
マグロ養殖用の高機能、高効率餌料
の開発事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188178

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】生研支援センター（代表機関：
国立研究開発法人水産研究・教育
機構増養殖研究所） 革新的技術開
発・緊急展開事業（うち先導プロジェ
クト） 水産物の国際競争に打ち勝つ
横断的育種技術と新発想飼料の開

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188179

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】生研支援センター（牛白血病対
策コンソーシアム） 　革新的技術開
発・緊急展開事業(うち地域戦略プロ
ジェクト)  牛白血病ウイルス抵抗性・
感受性牛の識別による革新的地方
病性牛白血病制圧戦略の実証研

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188180

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】生研支援センター（牛のウイル
ス葉粒子ワクチン開発コンソーシア
ム） 　革新的術開発・緊急展開事業
（うち経営体強化プロジェクト）  牛慢
性感染症克服のための革新的ワク
チン開発とその実証試験

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188181

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】生研支援センター（代表機関：
東北大学未来科学技術共同研究セ
ンター）　「知」の集積と活用の場によ
る研究開発モデル事業　高付加価値
日本食の開発とそのグローバル展

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188182

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

【30】農林水産技術会議事務局/農
研機構　生研支援センター 　特許出
願・登録・放棄に関する届出書関係
書類（平成30年度提出分）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188189

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
【30】農林水産技術会議事務局 　委
託事業により取得した物品に係る手
続き等について

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188190

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　戦略的オミクス育種技術体
系の構築

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188191

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　収量や成分を自在にコント
ロールできる太陽光型植物工場

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188192

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　食シグナルの認知科学の
新展開と脳を活性化する次世代機
能性食品開発へのグランドデザイン

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188193

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　持続可能な農業生産のた
めの新たな総合的植物保護技術の

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188194

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術の普及と高

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188195

2018 委託・受託研究 委託・受託研究

H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　次世代農林水産業創
造技術　ゲノム編集技術等を用いた
農水産物の画期的育種改良

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188196

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
H30年度SIP戦略的イノベーション創
造プログラム　スマートバイオ産業・
農業基盤技術　公募応募書類

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188197

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　弘前市　農業情報科学を活用し
たりんご営農支援事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188198

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　長野県　信州農業を革新する技
術開発推進事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188199

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　埼玉県　埼玉県産学連携開発プ
ロジェクト

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188200

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　神奈川県　水産技術センター
/KISTEC/衛生研究所

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188201

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　福井県　DNA修復機構を利用し
た変異誘発促進技術の開発（若狭
湾エネルギー研究センター）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188202

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　静岡県　機能性作物の次世代栽
培システム等開発委託/オープンイノ
ベーション型事業化促進事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188203

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　兵庫県　ひょうご次世代産業高
度化プロジェクト

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188204



2018 委託・受託研究 委託・受託研究

30　香川県/土庄町　先端技術によ
る健康モデル実証事業/香川県産オ
リーブ葉の成分分析業務/オリーブ
葉機能性評価事業/健康に着目した
野菜の次世代栽培システムの研究・
実証事業

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188205

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
30　福岡県　福岡県バイオ製品開発
研究事業（久留米リサーチパーク）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188206

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　日南市　マンゴー生理解析事業 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188207
2018 委託・受託研究 委託・受託研究 30　地方自治体　公募　応募書類① 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188208
2018 委託・受託研究 委託・受託研究 全省庁統一資格 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188209

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　国際共同研究
強化（A/B)　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188210

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費説明会・外部資金相
談会　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188211

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付申請・支払請求（決裁
書・他）　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188212

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　交付決定　決裁書等・交付
決定通知書（補助金）（予算配賦依
頼書含）　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188213

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　応募申請（決算書・公募要
領他）H30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188214

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　廃止・変更・保留　交付申請
後　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188215

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　転出・辞退・保留　交付申請
時　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188216

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　転出　交付申請後　平成30
年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188217

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　転入　平成30年度 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188218
2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.1　平成30年度 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188219
2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.2　平成30年度 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188220
2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　名簿調査　平成30年度 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188221

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究分担者承諾書　平成30
年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188222

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　科研費口座入出金写し　平
成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188223

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知（決算書・
特推・進学術・基盤（S)）　No.1平成
30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188224

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知　国際共同
強化・基盤A　No.2　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188225

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知　基盤B　
No.3　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188226

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金受入通知　基盤C・
挑戦的・繰越分　No.4　平成30年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188227

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　分担金配分通知　平成30年
度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188228

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　研究成果報告書　平成29年
度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188229

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（S・A）　
平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188230

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（B）　
平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188231

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（A）・
奨励研究　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188232

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（B）　
1/3　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188233

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（B）　
3/3　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188234

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　若手研究（B）　
2/3　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188235

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　研究スタート支
援・特別研究員奨励費（日本人・外
国人）　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188236

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　国際共同研究加
速基金（共同研究強化・国際活動支
援班）　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188237

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（C）
2/2　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188238

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　基盤研究（C）
2/1　平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188239

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　新学術領域研究　
平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188240

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　終了課題　挑戦的萌芽研究　
平成29年度

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 書庫 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188241

2018 エフォート管理 エフォート管理 30　エフォート管理届出書等 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188242
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_補助金 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188243
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_助成金1 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188244

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_科研費一括入
金

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188247

2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費送金 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188248

2018 帳簿 帳簿
H31予算配賦等資料_科研費送金
（過年度分）

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188249

2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費補助金 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188250
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費補助金 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188251
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費補助金 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188252
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費基金1 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188257
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_科研費基金2 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188258
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_厚労科研費 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188263
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_国内財団1 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188264
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_国内財団2 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188265
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_国内財団3 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188266
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_国外財団 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188268
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_政府受託1 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188269
2018 帳簿 帳簿 H30予算配賦等資料_政府受託2 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188270

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST）1

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188272

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST）2

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188273

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST）3

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188274

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST）4

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188275

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）1

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188281

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）2

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188282

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）3

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188283

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）4

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188284

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）5

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188285

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（AMED）6

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188286

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST・AMED以外）1

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188291



2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST・AMED以外）2

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188292

2018 帳簿 帳簿
H30予算配賦等資料_政府関係受託
（JST・AMED以外）3

外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188293

2018 帳簿 帳簿 H29決算資料 外部資金室長 2019年04月01日 7年 2026年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188294

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
30 先端研究基盤共用促進事業（共
用プラットフォーム形成支援プログラ
ム）NMR共用プラットフォーム

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188295

2018 寄附金 寄附金
寄附金関係 通知等（役所からのお
知らせ文書）

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188296

2018 寄附金 寄附金
個人住民税寄附金控除対象団体指
定申請／通知書

外部資金室長 2019年04月01日 10年 2029年03月31日 紙 事務所 外部資金室長 廃棄 A33-00-20188297

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

防衛装備庁　安全保障技術研究推
進制度委託事業　高速移動物体へ
の遠距離高エネルギー密度光伝送
のための予測的波面制御の研究　
確定調査（三菱重工）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188298

2018 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

防衛装備庁　安全保障技術研究推
進制度委託事業　高速移動物体へ
の遠距離高エネルギー密度光伝送
のための予測的波面制御の研究　
確定調査（レーザー技術総合研究

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188299

2018 委託・受託研究 委託・受託研究 JST　公募 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188300

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
JST　未来社会創造事業　大規模
型・探索加速型

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188301

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
JST　戦略的イノベーション創造プロ
グラム　SIP第Ⅰ期

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188302

2018 委託・受託研究 委託・受託研究
JST　戦略的イノベーション創造プロ
グラム　SIP第Ⅱ期

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188303

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術領域研
究　No.1

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188304

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術領域研
究　No.2

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188305

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　新学術領域研
究（領域代表・計画研究）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188306

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　不採択課題　基盤研究（S） 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188307

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　不採択課題　基盤研究（A） 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188308

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B）
No.1

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188309

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（B）
No.2

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188310

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C）
No.1

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188311

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　基盤研究（C）
No.2

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188312

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　挑戦的研究
（萌芽・開拓）

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188313

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究　
No.1

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188314

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　若手研究　
No.2

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188315

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　奨励・基盤
（B・C）特設

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188316

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
科研費　不採択課題　研究活動ス
タート支援

外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188317

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.1 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188318

2018 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費　通知　No.2 外部資金室長 2019年04月01日 5年 2024年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20188319

2019 ◎科研費 ◎科研費 平成31年度科研費稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190000

2019
◎国内財団、海外助成
金

◎国内財団、海外助成
金

平成31年度国内財団、海外助成金
稟議書

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190001

2019 ◎文科省 ◎文科省 平成31年度文科省稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190002
2019 ◎ＪＳＴ ◎ＪＳＴ 平成31年度ＪＳＴ稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190003
2019 ◎ＡＭＥＤ ◎ＡＭＥＤ 平成31年度ＡＭＥＤ稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190004
2019 ◎その他政府系 ◎その他政府系 平成31年度その他政府系稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190005
2019 ◎ＳＩＰ、ImPACT ◎ＳＩＰ、ImPACT 平成31年度ＳＩＰ、ImPACT稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190006

2019
◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

平成31年度他省庁科研費、ＪＳＰＳ
稟議書

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190007

2019 ◎管理 ◎管理 平成31年度管理稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190008
2019 ◎寄附 ◎寄附 平成31年度寄附稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190009
2019 ◎科研費 ◎科研費 平成30年度科研費稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019001
2019 ◎ＡＩＰプロジェクト ◎ＡＩＰプロジェクト 平成31年度ＡＩＰプロジェクト稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20190010

2019
◎国内財団、海外助成
金

◎国内財団、海外助成
金

平成30年度国内財団、海外助成金
稟議書

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019002

2019 ◎文科省 ◎文科省 平成30年度文科省稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019003
2019 ◎ＪＳＴ ◎ＪＳＴ 平成30年度ＪＳＴ稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019004
2019 ◎ＡＭＥＤ ◎ＡＭＥＤ 平成30年度ＡＭＥＤ稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019005
2019 ◎その他政府系 ◎その他政府系 平成30年度その他政府系稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019006
2019 ◎ＳＩＰ、ImPACT ◎ＳＩＰ、ImPACT 平成30年度ＳＩＰ、ImPACT稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019007

2019
◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

◎他省庁科研費、ＪＳＰ
Ｓ

平成30年度他省庁科研費、ＪＳＰＳ
稟議書

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019008

2019 ◎管理 ◎管理 平成30年度管理稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019009
2019 ◎寄附 ◎寄附 平成30年度寄附稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-2019010
2019 ◎ＡＩＰプロジェクト ◎ＡＩＰプロジェクト 平成30年度ＡＩＰプロジェクト稟議書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20196012

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
環境省　皇居外苑ヒカリゴケ保全事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198011

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省　戦略的基盤技術高度化事
業　複合耐摩耗工具のグリップ解析
に基づいた適応・学習制御による新
研削システムの開発

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198012

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
経産省　戦略的基盤技術高度化事
業　自動車用フルボディー３次元形
状計測技術の開発（サビア）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198013

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省　戦略的基盤技術高度化事
業　マルチマテリアルによるＥＶ用電
池パックケースのハイブリッド型プレ
ス量産技術の研究開発

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198014

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省　戦略的基盤技術高度化事
業　インフレータケースの工法転換
を実現させる高強度鋼板による超深
絞り成形加工技術の構築

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198015

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省　戦略的基盤技術高度化事
業　無染色・非侵襲での細胞特性解
析技術の開発（公益財団法人京都
高度技術研究所）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198017

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）第２期　ビッグデー
タ・ＡＩを活用したサイバー空間基盤
技術　ＡＩ間連携基盤技術　「健康・医
療・介護ＡＩ連携基盤の構築」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198018



2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　戦略的イノベーション創造
プログラム（ＳＩＰ）第２期　ビッグデー
タ・ＡＩを活用したサイバー空間基盤
技術　認知的インタラクション支援技
術　「インフラ領域における職人の技
の伝承教育と機器実装の研究

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198019

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
国交省　２次元ＣＡＤデータを用いた
ＡＩによる３次元モデル構築技術に関
する研究

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198020

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＮＥＤＯ　植物等の生物を用いた高
機能品生産技術（白井）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198023

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＮＥＤＯ　植物等の生物を用いた高
機能品生産技術（岡田）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198025

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　ＩｏＴ推進のための横断技術
開発プロジェクト　組合せ最適化処
理に向けた革新的アニーリングマシ
ンの研究開発

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198026

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＮＥＤＯ　高輝度・高効率次世代レー
ザー技術開発（平山）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198027

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　革新的新構造材料等研究
開発　「中性子等量子ビームを用い
た構造材料／接合・接着部の解析
手法の確立と材料開発への適用／
構造材料解析・産業利用に特化した
小型中性子解析装置の新規開発

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198028

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　エネルギー・環境新技術先
導研究プログラム　「異なる電極活性
点を利用したＣＯ２からのＣ２化合物
製造技術およびシステムの研究開

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198030

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　先導研究プログラム　エネ
ルギー・環境新技術先導研究プログ
ラム　「ＺＥＶ用電池製造のための革
新的異物検出技術の研究開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198032

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　水素利用等先導研究開発
事業　水電解水素製造技術高度化
のための基盤技術研究開発　「非貴
金属触媒を利用した固体高分子型
水電解の変動電源に対する劣化解
析と安定性向上の研究開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198033

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

経産省　戦略的国際標準化加速事
業（ゲノム解析および多項目遺伝子
関連検査に関する国際標準化）【三
菱総研】

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198034

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　先導研究プログラム　新産
業創出新技術先導研究プログラム　
「ヒトマイクロバイオームの産業利用
に向けた、解析技術及び革新的制
御技術の開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198037

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　次世代人工知能・ロボット
中核技術開発／グローバル研究開
発分野　「新薬開発を効率化・加速
する製剤処方設計ＡＩの開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198038

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　人工知能技術適用によるス
マート社会の実現「ＩｏＴ・ＡＩ支援型健
康・介護サービスシステムの開発と
社会実装研究」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198040

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　高効率・高速処理を可能と
するＡＩチップ・次世代コンピューティ
ングの技術開発／次世代コンピュー
ティング技術の開発　「深層確率コン
ピューティング技術の研究開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198041

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

ＮＥＤＯ　高効率・高速処理を可能と
するＡＩチップ・次世代コンピューティ
ングの技術開発／次世代コンピュー
ティング技術の開発　「２０２８年に性
能１００倍を達成する汎用性の高い
高性能計算機アーキテ

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198042

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
総務省　戦略的情報通信研究開発
推進事業/丈夫尾信託機能活用促
進事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198043

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　国際科学技術共同研究推進
事業　地球規模課題対応国際科学
技術協力プログラム　SATREPS

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198044

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　プログラム・マネージャー
（PM）の育成・活躍推進プログラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198045

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
CREST

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198054

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ERATO

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198055

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　国際科学技術共同研究推進
事業　戦略的国際共同研究プログラ
ム　SICORP

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198056

2019 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　知的財産権出願通知書 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198057

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　共創の場
形成支援（ｾﾝﾀｰ・ｵﾌﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）プ
ログラム　COI

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198059

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　さ
きがけ　受託・共同研究

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198060

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACCEL

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198061

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　先
端的低炭素化技術開発　ALCA

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198062

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果最適展開支援事業　
研究成果最適展開支援プログラム　
AｰSTEP

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198063

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　共創の場
形成支援（産学共創プラットフォーム
共同研究推進プログラム）　OPERA

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198064

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
AIP加速PRISM研究

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198065

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　イノベー
ションハブ構築支援事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198067

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　ライフサイエンスデータベース
統合推進事業　統合化推進プログラ

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198071

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　リサーチ
コンプレックス

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198072

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　社
会技術研究開発　RISTEX

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198073

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 先端研究基盤共用促進
事業（ＳＩＰ）　「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０　実現化
研究拠点支援事業」理研が分担

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198075

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Ｑ－ＬＥＡＰ）「次世代ア
ト秒レーザー光源」／「光量子科学
によるものづくり」理研が分担

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198076



2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Ｑ－ＬＥＡＰ）「超伝導
量子コンピュータの研究開発」理研
が代表［Ｆｌａｇｓｈｉｐ］

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198077

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Ｑ－ＬＥＡＰ）「超伝導
量子コンピュータの研究開発」委託
期間［基礎基盤４～６］

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198078

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Ｑ－ＬＥＡＰ）「超伝導
量子コンピュータの研究開発」委託
期間［基礎基盤１～３］

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198079

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 高性能汎用計算機高度
利用補助事業（次世代領域研究開
発）「ヘテロジニアス・メニーコア計算
機による大規模計算科学」理研代表
＋再委託

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198080

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　重点課題　理研が分担

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198081

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　萌芽的課題　理研が分担

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198082

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　重点課題　理研代表＋委託機関

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198083

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　萌芽的課題　理研代表

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198084

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　萌芽的課題　委託機関　（サブ課
題Ａ～Ｅ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198085

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 次世代加速器要素技術
開発プログラム「革新的次世代リン
グ加速器ビーム入射部の開発」理研
代表　＋　再委託（３機関）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198086

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 英知を結集した原子力
科学技術・人材育成推進事業廃炉
加速化プログラム「廃炉作業ロボット
向けたい放射線組み込みシステム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198087

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 ＨＰＣＩの運営　（ＨＰＣＩ
共用ストレージ等（西拠点）の運用、
保守）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198088

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 科学技術人材育成費補
助事業　「ダイバーシティ研究環境実
現イニシアティブ（特色型）」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198089

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 自然科学機構　共同研究・委託研究 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198090

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
宇宙航空研究開発機構　共同研究・
委託研究

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198091

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
防衛装備庁　理研代表＋再委託（２
機関）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198092

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 公募　防衛装備庁 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198093

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 文部科学省 公募 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198094

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医薬品等規制調和・評価研
究事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198095

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療臨床研究促進基
盤事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198096

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　臨床ゲノム情報統合データ
ベース整備事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198097

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　次世代がん医療創生研究
事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198098

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ゲノム医療実現推進プラッ
トフォーム事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198100

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　次世代治療・診断実現のた
めの創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198101

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　創薬支援推進事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198102

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　エイズ対策実用化研究事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198103

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ゲノム創薬基盤推進研究
事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198105

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的技術による脳機能
ネットワークの全容解明プロジェクト

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198106

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198107

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的がん医療実用化研
究事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198108

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　老化メカニズムの解明・制
御プロジェクト

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198109

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療の産業化に向け
た評価基盤技術開発事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198110

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　肝炎等克服実用化研究事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198112

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業ソロタイプ（ＰＲＩＭＥ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198113

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　難治性疾患実用化研究事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198114

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　長寿・障害者総合研究事業　
障害者対策総合研究開発事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198115

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　新興・再興感染症に対する
革新的医薬品等開発推進研究事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198116

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198117

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　創薬等ライフサイエンス研
究支援基盤事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198118

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　感染症研究革新イニシア
ティブ（Ｊ－ＰＲＩＤＥ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198119

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ナショナルバイオリソースプ
ロジェクト

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198120

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業インキュベートタイプ（ＬＥＡＰ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198121

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　感染症研究国際展開戦略
プログラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198122

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医療分野国際科学技術共
同研究開発推進事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198124

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　脳科学研究戦略推進プロ
グラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198125

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　免疫アレルギー疾患等実
用化研究事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198126



2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　再生医療実用化研究事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198127

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業ユニットタイプ（ＣＲＥＳＴ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198128

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　橋渡し研究戦略的推進プロ
グラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198130

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　戦略的国際脳科学研究推
進プログラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198131

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医療研究開発革新基盤創
成事業（ＣｉＣＬＥ）

外部資金室長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198133

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　産学連携医療イノベーショ
ン創出プログラム

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198134

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ロボット介護機器開発・標
準化事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198135

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　公募　応募書類 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198136

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　共通 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198140

2019 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（使途特定） 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198142

2019 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（募集特定） 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198143

2019 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（一般寄附金） 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198144

2019 帳簿 帳簿
寄附金予算配賦資料（予算流用／
室内コード付与・一般管理費・前年
度繰越配賦）

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198145

2019 寄附金 寄附金
特定寄附金の今後の使用計画につ
いて

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198146

2019 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関助成金　外国機関からの
研究助成金

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198149

2019 外国機関助成金 外国機関助成金 外国機関助成金　ＨＦＳＰ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198150

2019 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関助成金　ＬＵＳＨ　ＣＯＳＭＥ
ＴＩＣＳ

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198151

2019 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関助成金　Ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　
Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ（ＡＰＳ）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198152

2019 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関助成金　韓国産業技術振
興院（ＫＩＡＴ）

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198153

2019 外国機関助成金 外国機関助成金 外国機関助成金　ＡＲＯ／ＡＦＯＳＲ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198154

2019 外国機関助成金 外国機関助成金
外国機関助成金　Ｓｉｌｉｃｏｎ　Ｖａｌｌｅｙ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198155

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　特別研究員・海外
特別研究員　採用者手続き資料

外部資金室長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198156

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料（Ｎｏ．１）

外部資金室長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198157

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料（Ｎｏ．２）

外部資金室長 2020年04月01日 10年 2030年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198158

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　二国間交流事業 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198159

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　国際的な活躍が
期待できる研究者の育成事業

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198160

2019
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　頭脳循環を加速
する戦略的国際研究ネットワーク推
進プログラム２

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198161

2019 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金
厚生労働省　科学研究費補助金【研
究分担者】

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198162

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
国立長寿医療研究センター（ＮＣＧ
Ｇ）　長寿医療研究開発費

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198163

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題① 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198164

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題② 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198165

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題③ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198166

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題④ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198167

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料① 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198168

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料② 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198169

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料③ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198170

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料④ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198171

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑤ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198172

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑥ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198173

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑦ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198174

2019 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑧ 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198175

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
農林水産省　戦略的国際共同研究
推進委託事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198177

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
水産庁　養殖業成長産業化推進事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198178

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
生研支援センター　「知」の集積と活
用の場による研究開発モデル事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198182

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
農林水産技術会議事務局　委託事
業により取得した物品に係る手続き
等について

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198190

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
弘前市　農業情報科学を活用したり
んご営農支援事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198198

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
長野県　信州農業を革新する技術開
発推進事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198199

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
埼玉県　AIを活用した機器など開発・
実証補助金/先端製品開発費補助

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198200

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
神奈川県　水産技術センター／
KISTEC／衛生研究所/横浜市

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198201

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
福井県　若狭湾エネルギー研究セン
ター

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198202

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
静岡県　機能性作物の次世代栽培
システム等開発委託／オープンイノ
ベーション型事業化促進事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198203

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
兵庫県　ひょうご次世代産業高度化
プロジェクト/神戸医療産業都市研究
開発助成金

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198204

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
土庄町　健康に着目した野菜の次世
代栽培システムの研究・実証事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198205

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
福岡県　福岡県バイオ製品開発研
究事業（久留米リサーチパーク）

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198206

2019 委託・受託研究 委託・受託研究 日南市　マンゴー生理解析事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198207

2019 委託・受託研究 委託・受託研究 地方自治体　公募　応募書類 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198208



2019 委託・受託研究 委託・受託研究 全省庁統一資格 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198209

2019 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費① 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198210

2019 エフォート管理 エフォート管理 エフォート管理届出書等 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198242

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿補助金 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198243

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿助成金１ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198244

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費一括入金 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198247

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費送金 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198248

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費送金（過
年度分）

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198249

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費補助金１ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198250

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費補助金２ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198251

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費補助金３ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198252

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費基金１ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198257

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費基金２ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198258

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿厚労科研費 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198263

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国内財団１ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198264

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国内財団２ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198265

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国内財団３ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198266

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国外財団 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198268

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿政府受託１ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198269

2019 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿政府受託２ 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198270

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）１

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198272

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）２

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198273

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）３

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198274

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）４

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198275

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）１

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198281

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）２

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198282

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）３

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198283

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）４

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198284

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）５

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198285

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）６

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198286

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）１

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198291

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）２

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198292

2019 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）３

外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198293

2019 帳簿 帳簿 決算資料 外部資金室長 2020年04月01日 7年 2027年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198294

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 先端研究基盤共用促進
事業（共用プラットフォーム形成支援
プログラム）ＮＭＲ共用プラットフォー

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20198295

2019 ◎規程の制定・改廃 ◎規程の制定・改廃
2019（平成31）年度　規程の制定・改
廃

外部資金室長 2020年04月01日 30年 2050年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 軽易なものを除く A33-00-20199011

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 英知を結集した原子力
科学技術・人材育成推進事業廃炉
加速化プログラム「過酷炉心放射線
環境における線量測定装置の開発」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199014

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 文部科学省系　公募 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199015

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 先端研究設備整備補助
事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199017

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 英知を結集した原子力
科学技術・人材育成推進事業廃炉
加速化プログラム「微生物生態系に
よる原子炉内物体の腐食・変質に関
する評価研究」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199018

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省　共同利用・共同研究拠
点にかかる業務委託「成人高機能自
閉症の認知硬直性の背後にある巨
視的神経動態の研究」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199019

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACT-I

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199020

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
AIP加速課題

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199021

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業　
ACT-X

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199022

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業　大学発新
産業創出プログラム　START

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199023

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的イノベーション創造プロ
グラム　SIP第Ⅱ期

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199024

2019 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　未来社会創造事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199025

2019 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　公募 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199026

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Q-LEAP）「光量子科
学によるものづくり」

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199027

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Q-LEAP）「次世代アト
秒レーザー光源」理研が分担

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199028

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 ポスト「京」で重点的に
取り組むべき社会的・科学的課題に
関するアプリケーション開発・研究開
発　萌芽的課題　理研代表＋委託機

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199029

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究

文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Q-LEAP）「超伝導量
子コンピュータの研究開発」委託機
関[基礎基盤1～6]

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199030



2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
自然科学研究機構　共同研究・委託
研究

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199031

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　成育疾患克服等総合研究
事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199032

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　先端的バイオ創薬等基盤
技術開発事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199033

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　中央IRB促進事業 外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199034

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　先進的医療機器・システム
等技術開発事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199035

2019 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　移植医療技術開発研究事
業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199036

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
農林水産省　戦略的プロジェクト研
究推進事業委託事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199037

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
生研支援センター　革新的技術開
発・緊急展開事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199038

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
生研支援センター　イノベーション創
出強化研究推進事業

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199039

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
農林水産省　委託事業により取得し
た物品に係る手続き等について

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199040

2019 委託・受託研究 委託・受託研究
生研支援センター　委託等物品継続
使用実績報告書

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199041

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

生研支援センター　ＳＩＰ戦略的イノ
ベーション創造プログラム　スマート
バイオ産業・農業基盤技術　革新的
バイオ素材・高機能品等の開発を加
速するインフォマティクス基盤技術の

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199042

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

生研支援センター　ＳＩＰ戦略的イノ
ベーション創造プログラム　スマート
バイオ産業・農業基盤技術　持続可
能な循環型社会を実現する「農業環
境エンジニアリングシステム」の開発

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199043

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

生研支援センター　ＳＩＰ戦略的イノ
ベーション創造プログラム　スマート
バイオ産業・農業基盤技術　食を通
じた健康システムの確立による健康
寿命の延伸への貢献

外部資金室長 2020年04月01日 5年 2025年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20199044

2019 委託・受託研究 委託・受託研究

生研支援センター　ＳＩＰ戦略的イノ
ベーション創造プログラム　スマート
バイオ産業・農業基盤技術　生産か
ら流通・消費までのデータ究タ連携により
最適化を可能



2020 委託・受託研究 委託・受託研究
海上・港湾・高級技術研究所　光学
データ計測によるコンテナダメージ自
動診断システム開発業務（和田）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208027

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
内閣府　スマートライフ実現のため
のシミュレーション事業【三菱総研】
（和田・坪倉・伊藤・杉田　他）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208028

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
防衛装備庁　安全保障技術研究推
進制度　理研代表＋再委託（２機関）
（戎崎）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208029

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
防衛装備庁　安全保障技術研究推
進制度　理研代表＋再委託先（神島
化学他）（平等）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208030

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
防衛装備庁　安全保障技術研究推
進制度　理研代表＋再委託先（三菱
重工）（南出）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208031

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
総務省　戦略的情報通信研究開発
推進事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208043

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 　Society5.0実現化研究
拠点支援事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208075

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 ＨＰＣＩの運営　（ＨＰＣＩ
共用ストレージ等（西拠点）の運用、
保守）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208088

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 自然科学機構　共同研究・委託研究 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208090

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
宇宙航空研究開発機構　共同研究・
委託研究

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208091

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 文部科学省 公募 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208094

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療臨床研究促進基
盤事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208096

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　臨床ゲノム情報統合データ
ベース整備事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208097

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　次世代がん医療創生研究
事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208098

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ゲノム医療実現推進プラッ
トフォーム事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208100

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　次世代治療・診断実現のた
めの創薬基盤技術開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208101

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　創薬支援推進事業 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208102

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　エイズ対策実用化研究事
業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208103

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ゲノム創薬基盤推進研究
事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208105

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的技術による脳機能
ネットワークの全容解明プロジェクト

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208106

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療実現拠点ネット
ワークプログラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208107

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的がん医療実用化研
究事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208108

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　老化メカニズムの解明・制
御プロジェクト

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208109

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　再生医療の産業化に向け
た評価基盤技術開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208110

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　肝炎等克服実用化研究事
業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208112

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業ソロタイプ（ＰＲＩＭＥ）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208113

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　難治性疾患実用化研究事
業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208114

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　長寿・障害者総合研究事業　
障害者対策総合研究開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208115

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　新興・再興感染症に対する
革新的医薬品等開発推進研究事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208116

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　創薬基盤推進研究事業 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208117

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　創薬等ライフサイエンス研
究支援基盤事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208118

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ナショナルバイオリソースプ
ロジェクト

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208120

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業インキュベートタイプ（ＬＥＡＰ）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208121

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医療分野国際科学技術共
同研究開発推進事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208124

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　脳科学研究戦略推進プロ
グラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208125

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　免疫アレルギー疾患等実
用化研究事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208126

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　再生医療実用化研究事業 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208127

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業ユニットタイプ（ＣＲＥＳＴ）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208128

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　橋渡し研究戦略的推進プロ
グラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208130

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　戦略的国際脳科学研究推
進プログラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208131

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医療研究開発革新基盤創
成事業（ＣｉＣＬＥ）

外部資金室長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208133

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ロボット介護機器開発・標
準化事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208135

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　公募　応募書類 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208136

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 ＡＭＥＤ　共通 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208140

2020 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（使途特定） 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208142

2020 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（募集特定） 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208143

2020 帳簿 帳簿 寄附金予算配賦資料（一般寄附金） 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208144

2020 帳簿 帳簿
寄附金予算配賦資料（予算流用／
室内コード付与・一般管理費・前年
度繰越配賦）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208145

2020 寄附金 寄附金
特定寄附金の今後の使用計画につ
いて

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208146

2020 外国機関助成金 外国機関助成金 外国機関助成金　ＨＦＳＰ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208150

2020
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　特別研究員・海外
特別研究員　採用者手続き資料

外部資金室長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208156

2020
研究者派遣制度への応
募等

研究者派遣制度への応
募等

日本学術振興会　外国人研究者（採
択者）諸手続き資料（Ｎｏ．１）

外部資金室長 2021年04月01日 10年 2031年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208157

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題① 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208164

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題② 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208165

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題③ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208166



2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題④ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208167

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料① 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208168

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料② 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208169

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料③ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208170

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料④ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208171

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑤ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208172

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　公募・応募資料⑥ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208173

2020 委託・受託研究 委託・受託研究 全省庁統一資格 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208209

2020 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費① 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208210

2020 エフォート管理 エフォート管理 エフォート管理届出書等 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208242

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿補助金 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208243

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿助成金１ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208244

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（一括入
金）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208247

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（分担金
送金）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208248

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
１

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208250

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
２

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208251

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
３

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208252

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費（基金）１ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208257

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費（基金）２ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208258

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿厚労科研費 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208263

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国内財団１ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208264

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国内財団２ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208265

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿国外財団 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208268

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿政府受託１ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208269

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿政府受託２ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208270

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）１

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208272

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）２

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208273

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）３

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208274

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）４

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208275

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）１

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208281

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）２

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208282

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）３

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208283

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）４

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208284

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）５

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208285

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）６

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208286

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）１

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208291

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）２

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208292

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）３

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208293

2020 帳簿 帳簿 決算資料 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208294

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 先端研究基盤共用促進
事業（共用プラットフォーム形成支援
プログラム）ＮＭＲ共用プラットフォー

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20208295

2020 ◎規程の制定・改廃 ◎規程の制定・改廃 令和2年度規程の制定・改廃 外部資金室長 2021年04月01日 30年 2051年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 軽易なものを除く A33-00-20209011

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 英知を結集した原子力
科学技術・人材育成推進事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209014

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究 文部科学省系　公募 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209015

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 先端研究設備整備補助
事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209017

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業①　
CREST

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209020

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業②　
ERATO,ALCA,RISTEX

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209021

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業③　
さきがけ

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209022

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　戦略的創造研究推進事業④　
その他、ムーンショット型研究開発事
業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209023

2020 委託・受託研究 委託・受託研究
ＪＳＴ　研究成果展開事業、国際科学
技術共同研究推進事業、未来社会
創造事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209024

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省 光・量子飛躍フラグシッ
ププログラム（Q-LEAP）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209030

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
自然科学研究機構　共同研究・委託
研究

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209031

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　成育疾患克服等総合研究
事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209032

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　先端的バイオ創薬等基盤
技術開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209033

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　先進的医療機器・システム
等技術開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209035

2020 帳簿 帳簿
寄附金予算配賦資料（募集特定）Ｓｏ
ｃｉｅｔｙ　５．０

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209049

2020 委託・受託研究 委託・受託研究 ＪＳＴ　公募 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 電子 サーバー 外部資金室長 廃棄 A33-00-20209050

2020 委託・受託研究 委託・受託研究 地方自治体 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・サー
バー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209051

2020 委託・受託研究 委託・受託研究 農林水産省、水産庁 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・サー
バー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209052



2020 委託・受託研究 委託・受託研究 生研支援センター①　SIP 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・サー
バー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209053

2020 委託・受託研究 委託・受託研究 生研支援センター②　その他 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・サー
バー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209054

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省「富岳」成果創出加速プ
ログラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209055

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
文部科学省　原子力システム研究開
発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209056

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　革新的先端研究開発支援
事業ステップタイプ(FORCE)

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209057

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　新興・再興感染症研究基盤
創成事業（多分野融合研究領域）

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209058

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　臨床研究等ICT基盤構築・
人工知能実装研究事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209059

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　長寿・障害総合研究事業　
認知症研究開発事業

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209060

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　ウイルス等感染症対策技
術開発事業　基礎研究支援

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209061

2020 委託・受託・共同研究 委託・受託・共同研究
ＡＭＥＤ　医療分野研究成果展開事
業　先端計測分析技術・機器開発プ
ログラム

外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙・電子
事務所・
サーバー

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209062

2020 民間助成金 民間助成金 民間助成金　終了課題⑤ 外部資金室長 2021年04月01日 5年 2026年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209063

2020 政府からの研究補助金 政府からの研究補助金 科研費② 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙・電子
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209064

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（その他
送金）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209065

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（転出・廃
止・中断）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209066

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）５

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209067

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）６

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209068

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）７

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209069

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ）８

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209070

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）７

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209071

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）８

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209072

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）９

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209073

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）10

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209074

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）11

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209075

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ａ
ＭＥＤ）12

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209076

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
4

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209077

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
５

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209078

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
６

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209079

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（補助金）
７

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209080

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費（基金）３ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209081

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿科研費（基金）４ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209082

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿助成金２ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209083

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿助成金３ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209084

2020 帳簿 帳簿 予算配賦等資料＿政府受託３ 外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209085

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿政府関係受託（Ｊ
ＳＴ・ＡＭＥＤ以外）4

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209086

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿科研費（その他
入金）

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209087

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿過年度分返還支
払伝票

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209088

2020 帳簿 帳簿
予算配賦等資料＿公益財団法人計
算科学振興財団

外部資金室長 2021年04月01日 7年 2028年03月31日 紙
書庫・事務
所

外部資金室長 廃棄 A33-00-20209089
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