
研究推進部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

研究助成 刊行物
～科学研究費助成事業（科研費）の獲得に向けて～研究計画調書作成の手引
き

5年

産学官連携 講演会等
「見てみて、聞いてみて、触ってみて、弘前大学」及び地域共同研究センター10
周年記念式典

10年

産学官連携 連携推進 21あおもり産業総合支援センターとの連携（青い森食材研ほか）に関する綴り 10年

広報 刊行物 CJR年報 10年

研究助成 COI COI STREAM　参画同意書　ADボード 10年

研究助成 COI COI（ADボード／意見交換会等） 10年

研究助成 COI COI（委託費）関係 10年

研究助成 COI COIイベント後援等依頼関係 10年

研究助成 COI COIシーズニーズ関係 10年

研究助成 COI COI各種会議 10年

研究助成 ＣＯＩ COI公募関係　シーズニーズ関係 10年

研究助成 刊行物 HIROSAKI UNIVERSITY RESEARCH HIGHLIGHTS 5年

発明等 技術移転 JST特許性調査関係契約 30年

発明等 技術移転 KUTLO-NITT 技術移転業務委託・受託確認書　＊H20〜25 30年

広報 刊行物 ＳＣＳパンフレット 10年

ＳＣＳ その他 ＳＣＳ関係の規程・取扱等 30年

ＳＣＳ その他 ＳＣＳ関連各種審議会答申等 30年

ＳＣＳ その他 ＳＣＳ導入関係 30年

産学官連携 出展 イノベーションジャパン 5年

産学官連携 共同研究 えどがわ農業産学公プロジェクト 10年

東京事務所 工事発注 工事発注依頼関係 1年

講演会 その他 コラボ弘大２周年記念講演会開催関係　綴 10年

雑役務 コミュニティスペース コラボ弘大受付日報 5年

産学官連携 連携事業 コラボ産学官関係 10年

産学官連携 連携事業 コラボ産学官青森支部 10年

産学官連携 連携推進 サンスター株式会社との連携に関する綴り 10年

広報 刊行物 センターニュース 10年

法令等 法令通達等 その他研究員等法令通達等（文部省関係） 10年

国際規制物資 その他 その他国際規制物資関係 30年

総括 雑役務 タクシー借上使用簿 5年

研究助成 その他 テニュアトラック普及・定着事業ヒアリング審査 5年

研究助成 その他 テニュアトラック普及定着事業 5年

研究助成 厚労科研 日本医療研究開発機構研究費 10年

研究用微生物 研究用微生物安全管理 バイオセーフティ関係 5年

法令等 法令等 ヒト受精杯の作成を行う生殖補助医療研究関係綴り 10年

東京事務所 事務所利用 弘前大学東京事務所スペース利用許可関係 1年

産学官連携 連携事業 ひろさき産学官連携フォーラム 10年

産学官連携 事業 マッチング研究支援事業　弘大GOGOファンド 10年

国際規制物資 調査・報告 ラジウム汚染事故 30年

雑役務 レンタルラボ レンタルラボ活動等評価・継続利用許可及び債権発生関係　綴 5年

1 ページ



研究推進部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

雑役務 レンタルラボ
レンタルラボ「債権発生･予算振替 等」及び「継続利用申請･利用許可」「活動等
評価」

5年

雑役務 レンタルラボ レンタルラボ「審査及び評価委員会」及び「利用申請等審査･利用許可」 5年

雑役務 レンタルラボ レンタルラボ規程等 30年

雑役務 レンタルラボ レンタルラボ新規入居申請審査関係　綴 5年

研究助成 厚労科研 労災疾病臨床研究事業補助金 5年

研究支援 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理 ７年

研究支援 安全保障輸出管理 安全保障輸出管理規程作成関係 30年

研究支援 安全保障輸出管理 輸出管理体制強化（経済産業省） 10年

発明等 契約書
医学研究科　高井先生　米国Varian関係　東北大学との発明の取扱に関する契
約

30年

研究助成 その他
科学技術振興調整費（地域再生人材創出拠点の形成）　「医用システム開発マ
イスター」養成塾

5年

研究助成 その他 科学技術人材育成費応募関係 5年

研究助成 その他 科学技術戦略推進費・人材育成費新規公募関係 5年

研究助成 その他 科学技術戦略推進費補助金，科学技術人材育成費補助金 5年

広報 刊行物 科学技術相談室 10年

研究助成 刊行物 科学研究費助成事業（科研費）の獲得に向けて～研究計画調書作成の手引き
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費助成事業（繰越承認関係）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費助成事業（実績報告書・実施状況報告書・研究成果報告書）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費助成事業（内定・交付申請・支払請求・決定）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（基本方針・公募・手引き）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（決定・審査員関係・変更他）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（奨励研究）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金（内定・交付申請・決定）
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金【特別研究員奨励費】
補助期間終了後5
年

研究助成 刊行物 科学研究費補助金獲得に向けて－研究計画調書作成の手引き 5年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書「基盤研究（Ｃ）」
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書「研究成果公開促進費（学術図書）」
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書「若手研究（Ａ）（Ｂ）」
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金
科学研究費補助金研究計画調書「新学術領域研究」「特定領域研究」「基盤研究
（Ｓ）（Ａ）（Ｂ）」／学術図書

補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科学研究費補助金研究計画調書「挑戦的萌芽研究」
補助期間終了後5
年

法令等 法令通達等 科学研究費補助金法令通達等（文部省・日本学術振興会関係） 10年

研究助成 その他 科学者発見プロジェクト 5年

広報 刊行物 科学者発見プロジェクト　夢体験集 7年

研究助成 科学研究費補助金 科研費獲得向上対策費 5年

研究助成 科学研究費助成事業 科研費学内説明会 5年

研究助成 科学研究費補助金 科研費関係雑綴り 5年

研究助成 科学研究費補助金 科研費実地検査 5年

研究助成 科学研究費補助金 科研費実地検査関係資料（収支簿関係） 5年

研究助成 科学研究費補助金 科研費実地検査関係資料（配分機関への提出書類関係） 5年

研究助成 科学研究費補助金 科研費申請書類様式
補助期間終了後5
年

研究助成 科学研究費補助金 科研費不採択者支援事業 5年
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研究推進部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

研究助成 その他 果実加工需要対応産地育成事業（新需要開発型） 5年

発明等 発明・特許 外国出願ファイル 30年

会計関係 概算要求 概算要求関係（マスタープラン） 10年

研究助成 その他 各種研究助成綴（各省庁の事業／青森県関係／共同研究／賞／説明会） 5年

研究助成 その他 各種研究助成綴（青森県関係／共同研究／賞／説明会） 5年

研究助成 その他 各種研究助成綴（民間による助成） 5年

通知 各省庁 各省庁等各種通知 5年

会議 学内会議 各部連絡調整会 10年

国際規制物資 調査・報告 核燃料物質管理報告書　綴 30年

研究助成 その他 学術研究助成基金助成金 10年

会計関係 概算要求 学術情報部概算要求関係 10年

研究助成 表彰 学術特別賞 30年

検査・監査 学内検査・監査 学内検査・監査関係 5年

検査・監査 会計実地検査 会計実地検査 5年

外部資金 間接経費 間接経費報告 5年

産学連携 寄附講座 寄附講座 30年

研究助成 機関研究 機関研究等実績報告書 5年

予算 その他 機器開放受付関係 5年

会議 学内会議 機器分析センター運営委員会関係 10年

総括 その他 機器分析センター関係 3年

会議 学内会議 機器分析センター機器管理専門委員会 5年

広報 刊行物 機器分析センター年報 30年

人事関係 任免 客員教授関係 30年

人事関係 その他 共済組合関係綴 5年

産学連携 共同研究・受託研究 共同研究・受託研究 10年

出張関係 旅行命令 教育研究高度化のための支援体制整備事業（旅行命令簿） 7年

会議 学内会議 教育研究評議会　審議・報告事項（研究推進部） 3年

人事関係 任免 教員の資格審査関係 30年

大学改革 業務改善・組織見直し 業務改善及び事務組織見直し関係綴 30年

人事関係 勤務時間・休暇 勤務時間報告書等 5年

会議 学内会議 緊急研究推進会議 10年

会議 学内会議 経営協議会　審議・報告事項（学術情報部） 10年

人事関係 兼業 兼業・委嘱関係　綴 3年

産学官連携 講演会等 研究・イノベーション推進機構　アドバイザリボード 10年

研究助成 研究サポート 研究サポートスタッフ派遣制度 5年

会議 学内会議 研究委員会 10年

会議 学内会議 研究倫理委員会 30年

研究助成 その他 研究公募関係（応募・審査結果） 5年

研究助成 その他 研究者情報登録e-Rad 5年

研究助成 シンポジウム 研究成果公開シンポジウム 5年
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研究推進部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

発明等 有体物 研究成果有体物提供届出書 30年

会議 学内会議 研究戦略企画会議 10年

研究助成 その他 研究不正・研究倫理関係 5年

管理運営 公印関係 公印作成・廃止届 30年

管理運営 文書管理 専決取扱い 10年

管理運営 その他 教員業績評価 10年

研究助成 厚労科研 厚生労働科学研究費補助金 5年

研究助成 COI 弘前大学COI STREAM事業支援に関わるコンサルタント業務関係 10年

研究助成 科研費獲得支援 弘前大学科研費獲得支援事業 5年

研究助成 機関研究 弘前大学機関研究 5年

研究助成 その他 弘前大学研究課題統合データベース構築業務 5年

研究助成 若手研究者支援 弘前大学若手研究者支援事業 5年

広報 刊行物 弘前大学創立60周年記念会館コラボ弘大パンフレット 5年

会議 学内会議 弘前大学創立６０周年記念事業　研究・産学連携事業専門委員会 10年

会議 学内会議 弘前大学創立６０周年記念事業運営委員会 10年

研究員等 特別研究員 弘前大学特別研究員 5年

研究員等 国内研究員 弘前大学内地研究員 5年

国際規制物資 使用関係 国際規制物資使用承認書 30年

国際規制物資 使用関係 国際規制物質承認申請等 30年

会議 学外会議 国立大学法人共同研究センター長等会議等綴り 10年

会議 学外会議 国立大学法人等研究協力部課長会議 5年

会議 学外会議
東北地区国立７大学における次世代放射光施設利用推進に係る具体的方策の
検討等

5年

法令等 法令通達等 国連大学派遣研究員関係法令通達等（文部省関係） 10年

研究助成 その他 最先端・次世代研究開発支援プログラム 5年

産学官連携 講演会等 産学官民コミュニティ全国大会inあおもり 10年

産学官連携 出展 産学連携関係広報（大学は美味しいフェア） 10年

調査・報告
文部科学省他関係調査・報
告

産学連携関係調査・報告 5年

法令等 法令通達等 産業教育内地留学生関係法令通達等（文部省関係） 10年

法令等 法令通達等 私学研修員等法令通達等（文部省関係） 10年

会議 学内会議 事務連絡会議　連絡・報告事項（研究推進部） 3年

雑役務 自動車運転 自動車運転登録願等 3年

発明等 実施料収入 実施料収入 30年

産学官連携 連携推進 社団法人青森県工業会との連携に関する綴り 10年

発明等 種苗 種苗品種届 30年

研究員等 受託研究員 受託研究員 10年

法令等 法令通達等 受託研究員関係法令通達等（文部省関係） 10年

発明等 商標 商標 30年

法令等 法令通達等 情報処理関係内地研究員法令通達等（文部省関係） 10年

発明等 発明・特許 譲渡（受）案件管理ファイル 30年

任用 その他 職員採用関係 5年
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研究推進部

大分類 中分類 標準法人文書ファイル名（小分類） 保存期間 備考

任用 その他 職務命令報告等／人事異動通知書等 5年

人事関係 その他 新採用・転入者用事務手続き 5年

人事関係 給与・服務・その他 人事関係 3年

産学官連携 連携推進 青森県との連携に関する綴り 10年

会計関係 概算要求 設備マスタープラン 10年

研究助成 その他 先導的創造科学技術開発費補助金　科学技術人材育成費補助金（共通） 5年

法令等 法令通達等 組換えＤＮＡ関係法令通達等 10年

会議 学内会議 組換えＤＮＡ実験安全委員会 5年

講演会 その他 創立６０周年記念シンポジウム関係 10年

研究助成 科学研究費助成事業 他大学からの分担金 10年

研究員等 ポスドク 大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査 10年

産学連携 ベンチャー 大学発ベンチャー認定関係 10年

産学官連携 共同研究 大間漁業共同組合との共同研究　＊H18〜21 10年

産学官連携 連携推進 大間漁業協同組合/むつ商工会議所 10年

産学官連携 共同研究 大間漁業協同組合と地域共同研究センターの共同研究室開設式 10年

中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第１期中期目標・中期計画関係綴 10年

中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第１期中期目標達成状況報告書 10年

中期目標・中期計画 中期目標・中期計画 第２期中期目標・中期計画関係綴 10年

調査･報告 その他調査・報告 知的財財産に関する調査・回答 5年

会議 学内会議 知的財産取扱規程第10条、第13条関係書類 30年

会議 学内会議 知的財産審議会 30年

会議 学内会議 知的財産審査会 30年

会議 学内会議 知的財産創出本部会議・帰属部会 30年

会議 学内会議 知的財産本部運営会議 30年

管理運営 その他 知的財産本部関係 3年

産学連携 補助金 地域イノベーション戦略支援プログラム 10年

産学官連携 受託研究 地域イノベーション創出研究開発事業 10年

広報 刊行物 地域共同研究センターリーフレット 10年

会議 学内会議 地域共同研究センター運営委員会 10年

産学官連携 共同研究・受託研究 地域共同研究センター共同研究・受託研究・寄附金関係 10年

人事関係 服務 地域共同研究センター兼業関係 3年

人事関係 任免 地域共同研究センター産学官連携協力員等関係 3年

施設・設備等 その他 地域共同研究センター施設・設備関係 5年

産学官連携 事業 地域共同研究センター実験室利用申請書 5年

会計関係 謝金 地域共同研究センター謝金関係 5年

産学官連携 出展 地域共同研究センター出展関係 5年

調査・報告 その他調査・報告 地域共同研究センター調査・回答 5年

産学官連携 受託研究 地域新生コンソーシアム(無償貸付関係) 10年

産学連携 受託研究 地域新生コンソーシアム研究開発事業 10年

出張関係 旅行命令 地共研・知財　旅行命令簿 7年
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会計関係 その他 地共研究・知財　戦略的経費関係 5年

中期目標・中期計画
等

中期目標・中期計画等 中期目標・中期計画，年度計画・実績報告関係綴 10年

法令等 法令通達等 中国医学研修生関係法令通達等（文部省関係） 10年

法令等 法令通達等 中国政府派遣研究員関係法令通達等（文部省関係） 10年

産学連携 補助金 中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業） 10年

産学連携 補助金 都市エリア産学官連携促進事業 10年

会計関係 その他 東京駅八重洲口の電飾ボード関連書類 5年

産学連携 東京事務所 東京事務所 5年

社会連携 東京事務所 東京事務所（仮称）開設関係 30年

社会連携 東京事務所 東京事務所(経費等） 5年

人事関係 東京事務所 東京事務所採用関係 5年

社会連携 東京事務所 東京事務所日報等 10年

産学官連携 連携事業 東北・地域大学コンソーシアム 10年

発明等 技術移転 東北テクノアーチとの連携に関する綴り 30年

研究助成 その他 東北加速器基礎科学研究会関係綴 5年

会議 学内会議 動物実験委員会（実験計画審査） 5年

動物実験 動物実験 動物実験関係綴り 5年

法令等 法令通達等 動物実験関係法令通達等 10年

発明等 補償金 特許料収入等補償金配分 30年

法令等 法令通達等 特殊教育内地留学生関係法令通達等（文部省関係） 10年

産学官連携 連携事業 日本海地域大学イノベーション技術移転機能（KUTLO-NITT） 10年

研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会「ひらめき☆ときめきサイエンス」 5年

研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会各種事業 5年

研究助成 日本学術振興会 日本学術振興会学術システム研究センター 5年

研究員等 特別研究員 日本学術振興会特別研究員 5年

産学官連携 共同研究 日本原子力研究開発機構との共同研究 10年

年度計画・実績報告 年度計画・実績報告 年度計画・実績報告 10年

予算 学内予算 年度予算関係 3年

研究助成 その他 農山漁村６次産業化対策事業費補助金（新需要創造支援事業） 5年

産学連携 共同研究・受託研究 農水省　プロジェクト研究により購入した物品の継続使用について 10年

産学連携 受託研究 農林水産技術会議事務局「バイオマス生活創造構想事業に係る技術開発」 10年

法令等 法令通達等 発明・特許関係法令通達等 30年

会議 学内会議 発明委員会 30年

発明 発明・特許 発明関係綴り 30年

発明等 発明・特許 発明等届出管理ファイル 30年

発明等 契約書 秘密保持契約書 30年

法令等 法令通達等 附属学校内地研修員関係法令通達等（文部省関係） 10年

法令等 法令通達等 文部省内地研究員関係法令通達等（文部省関係） 10年

法令等 法令通達等 法令通達等（文部科学省関係） 10年

会議 学外会議 北東北国立３大学連携推進会議関係 10年
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国際規制物資 調査・報告 未登録核燃料物質関係 30年

産学連携 その他 名義使用関係 10年

発明等 技術移転 名古屋産業科学研究所中部TLO　特許の活用に関する業務委託契約書 30年

会議 学内会議 役員会　審議・報告事項（研究推進部） 3年

国際規制物資 安全保障輸出管理 輸出管理体制強化（経済産業省） 30年

予算 予算関係 予算関係綴（総務G） 5年

利益相反 利益相反 利益相反関係 10年

研究助成 理科離れ対策 理科離れ対策関係綴 5年

出張関係 旅行命令 旅行命令簿 7年

会計関係 謝金 謝金 5年

会議 学外会議 国立大学法人理事・副学長協議会，理事連絡会議 5年

会議 学内会議 研究・イノベーション推進機構 10年

会議 学内会議 遺伝子組換え動物の不適切な管理について 5年

会計関係 物品管理 物品管理関係 5年

研究員等 研究員 研究員等受入れ関係 5年

研究員等 研究員 弘前大学国内研究員関係 5年

研究員等 受託研究員 受託研究員 5年

検査・監査 学内検査・監査 内部監査 5年

調査・報告 調査・報告 国際研究交流状況調査 5年

調査・報告 その他調査 各種調査等 5年

研究助成 その他 軍事研究に関するアンケート 5年

人事関係 任免 人事 5年

人事関係 委嘱 研究・イノベーション推進機構戦略アドバイザー 5年

人事関係 研修 研修 10年

人事関係 兼業 研究推進部/研究･イノベーション推進機構　兼業許可手続 3年

人事関係 災害補償 業務（通勤）災害 3年

動物実験 動物実験 動物実験　自己点検・評価関係 5年

予算 予算関係 予算 5年

予算 寄附金 弘前大学基金事業 5年

東京事務所 検収 納品検収台帳 5年

東京事務所 出展 展示会出展関係 1年

東京事務所 検収 納品検収台帳 5年

東京事務所 出展 展示会出展関係 1年
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