
番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1401-i1-1 農学群の教職員数（2019年度）
研究 1401-i1-2 本務教員の年齢構成（農学群,2019年度）
研究 1401-i1-3 福島イノベーション・コースト構想促進事業（重点枠）の概要図
研究 1401-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1401-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1401-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1401-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1401-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-13 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1401-i2-14 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-15
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1401-i2-16
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-17 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1401-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1401-i2-19 福島大学における新しい教員評価制度について（2019年度）
研究 1401-i3-1 農学群の研究活動状況に関する資料（農学系）（2016～2019年度）
研究 1401-iA-1 プレス発表資料（福島大学お米プロジェクト）（令和2年2月）
研究 1401-iC-1 最先端香り分析装置の外部利用開始プレス発表資料（令和2年1月）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（農学群）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-14.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-15.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-17.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-18.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i2-19.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-iA-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1401/1401-iC-1.pdf


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1402-i1-1 人間発達文化研究科の教職員数（2019年度）
研究 1402-i1-2 本務教員の年齢構成（人間発達文化研究科,2019年度）

研究 1402-i1-3
データ分析集補助資料（指標番号11：本務教員数あたりの研究員数）（人
間発達文化研究科,2016～2019年度）

研究 1402-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1402-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1402-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1402-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1402-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-13 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1402-i2-14 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-15
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1402-i2-16
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-17 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1402-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1402-i2-19 福島大学における新しい教員評価制度について（2019年度）

研究 1402-i3-1
人間発達文化研究科の研究活動状況に関する資料（総合文系）（2016～
2019年度）

研究 1402-i3-2
データ分析集補助資料（指標番号41～44：本務教員あたりの特許出願数ほ
か）（人間発達文化研究科,2016～2019年度）

研究 1402-i4-1
データ分析集補助資料（指標番号25～40、45～46）（人間発達文化研究
科,2016～2019年度）

研究 1402-iA-1 更生支援プログラム新聞記事（河北新報：平成28年9月16日） 著作権があるため非公表
研究 1402-iX-1 研究_補助資料に関する確認票（人間発達文化研究科）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（人間発達文化研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-14.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-15.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-17.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-18.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i2-19.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1402/1402-iX-1.xlsx


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1403-i1-1 地域政策科学研究科の教職員数（2019年度）
研究 1403-i1-2 本務教員の年齢構成（地域政策科学研究科,2019年度）

研究 1403-i1-3
データ分析集補助資料（指標番号11：本務教員あたりの研究員数）（地域
政策科学研究科,2016～2019年度）

研究 1403-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1403-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1403-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1403-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1403-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-13 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1403-i2-14 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-15
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1403-i2-16
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-17 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1403-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1403-i2-19 福島大学における新しい教員評価制度について（2019年度）

研究 1403-i3-1
地域政策科学研究科の研究活動状況に関する資料（社会科学系）（2016～
2019年度）

研究 1403-i3-2
データ分析集補助資料（指標番号41～44：本務教員あたりの特許出願数ほ
か）（地域政策科学研究科,2016～2019年度）

研究 1403-i4-1
データ分析集補助資料（指標番号25～40、45～46）（地域政策科学研究
科,2016～2019年度）

研究 1403-iX-1 研究_補助資料に関する確認票（地域政策科学研究科）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（地域政策科学研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-14.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-15.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-17.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-18.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i2-19.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1403/1403-iX-1.xlsx


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1404-i1-1 経済学研究科の教職員数（2019年度）
研究 1404-i1-2 本務教員の年齢構成（経済学研究科,2019年度）

研究 1404-i1-3
データ分析集補助資料（指標番号11：本務教員あたりの研究員数）（経済
学研究科,2016～2019年度）

研究 1404-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1404-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1404-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1404-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-13 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1404-i2-14 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-15
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1404-i2-16
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-17 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1404-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1404-i2-19 福島大学における新しい教員評価制度について（2019年度）

研究 1404-i3-1
経済学研究科の研究活動状況に関する資料（社会科学系）（2016～2019年
度）

研究 1404-i3-2
データ分析集補助資料（指標番号41～44：本務教員あたりの特許出願数ほ
か）（経済学研究科,2016～2019年度）

研究 1404-i4-1
データ分析集補助資料（指標番号25～40、45～46）（経済学研究科,2016～
2019年度）

研究 1404-iA-1
プレス発表資料（foR-Fプロジェクト資料：超高齢社会における「福島版
MaaS」モデルの構築）

研究 1404-iX-1 研究_補助資料に関する確認票（経済学研究科）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（経済学研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-14.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-15.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-17.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-18.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i2-19.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-iA-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1404/1404-iX-1.xlsx


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1405-i1-1 共生システム理工学研究科の教職員数（2019年度）
研究 1405-i1-2 本務教員の年齢構成（共生システム理工学研究科,2019年度）

研究 1405-i1-3
データ分析集補助資料（指標番号11：本務教員あたりの研究員数）（共生
システム理工学研究科,2016～2019年度）

研究 1405-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1405-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1405-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1405-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1405-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1405-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1405-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1405-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-13
福島大学理工学群共生システム理工学類核燃料物質計量管理規定（令和元
年6月6日最終改正）

研究 1405-i2-14 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1405-i2-15 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-16
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1405-i2-17
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1405-i2-19 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1405-i2-20 福島大学における新しい教員評価制度について（2019年度）

研究 1405-i2-21
プレス発表資料（空気調和・衛生工学会「技術振興賞」受賞）（平成30年6
月）

研究 1405-i2-22 マルチフェーズ型研究教育プログラムによる分析技術者養成（概要図）

研究 1405-i3-1
共生システム理工学研究科の研究活動状況に関する資料（総合理系）
（2016～2019年度）

研究 1405-i3-2
データ分析集補助資料（指標番号41～44：本務教員あたりの特許出願数ほ
か）（共生システム理工学研究科,2016～2019年度）

研究 1405-i4-1
データ分析集補助資料（指標番号25～40、45～46）（共生システム理工学
研究科,2016～2019年度）

研究 1405-iC-1
プレス発表資料（インクジェット印刷による太陽電池開発）（平成28年10
月）

研究 1405-iC-2 プレス発表資料（新機能性ゴム開発）（平成30年3月）

研究 1405-iC-3
プレス発表資料（低温で溶融する塩によるセシウム除去成功）（平成29年7
月）

研究 1405-ii1-1 プレス発表資料（環境放射能学会功労賞受賞）（平成30年8月）
研究 1405-iX-1 研究_補助資料に関する確認票（共生システム理工学研究科）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（共生システム理工学研究科）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-6.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-7.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-8.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-9.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-10.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-11.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-12.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-13.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-14.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-15.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-16.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-17.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-18.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-19.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-20.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-21.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i2-22.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i3-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i3-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-i4-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-iC-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-iC-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-iC-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-ii1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1405/1405-iX-1.xlsx


番号 資料・データ名 頁 備考

研究 1406-00-1 環境放射能研究所の6つの研究プロジェクト（概要）
研究 1406-00-2 協定等締結一覧（2019年度）
研究 1406-i1-1 環境放射能研究所の教職員数（2019年度）

研究 1406-i1-2
放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点プレスリリース（平
成31年4月10日）

研究 1406-i1-3 放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究公募要項（2019年度）

研究 1406-i1-4
放射能環境動態・影響評価ネットワーク共同研究拠点化IER受入（2019年
度）

研究 1406-i1-5 本務教員の年齢構成（環境放射能研究所,2019年度）
研究 1406-i2-1 福島大学利益相反マネジメント指針（平成31年4月1日最終改正）
研究 1406-i2-2 福島大学利益相反管理専門委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-3
福島大学におけるヒトを対象とする実験及び調査研究等に関する指針（平
成20年10月16日最終改正）

研究 1406-i2-4 福島大学研究倫理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-5 福島大学遺伝子組換え実験安全管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-6 福島大学遺伝子組換え実験安全管理細則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-7 福島大学ABS管理規程（平成30年3月20日制定）

研究 1406-i2-8 国立大学法人福島大学安全保障輸出管理規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-9 国立大学法人福島大学化学物質管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-10 国立大学法人福島大学廃棄物管理規程（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-11 国立大学法人福島大学排水管理細則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-12
国立大学法人福島大学金谷川団地における排水の水質測定に関する要項
（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-13 福島大学公正研究規則（平成31年3月19日最終改正）
研究 1406-i2-14 福島大学公正研究委員会規程（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-15
福島大学の研究活動における秘密情報の管理に関する規程（平成31年3月19
日制定）

研究 1406-i2-16
国立大学法人福島大学教育研究費の不正使用に係る調査等に関する取扱細
則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-17 国立大学法人福島大学研究推進機構規則（平成31年3月19日最終改正）

研究 1406-i2-18 国立大学法人福島大学研究推進機構会議規程（令和2年3月25日最終改正）

研究 1406-i2-19
福島大学環境放射能研究所アドバイザリーボード規程（平成25年6月25日制
定）

研究 1406-i2-20 アドバイザリーボードによる評価の概要（2016年度）
研究 1406-i2-21 アドバイザリーボードによる評価の概要（2017年度）
研究 1406-i2-22 アドバイザリーボードによる評価の概要（2018年度）
研究 1406-i2-23 アドバイザリーボード会議資料（2016年度）
研究 1406-i2-24 アドバイザリーボード会議資料（2017年度）
研究 1406-i2-25 アドバイザリーボード会議資料（2018年度）

研究 1406-i3-1
環境放射能研究所の研究活動状況に関する資料（総合理系）（2016～2019
年度）

研究 1406-iB-1 SATREPSプレスリリース資料（平成29年3月1日）

研究 1406-iB-2
COMETプロジェクト最終ミーティング報告IERウェブサイト抜粋（平成29年4
月）

研究 1406-iC-1 成果報告会ウェブサイト公開画面
研究 1406-iC-2 IER研究活動懇談会概要（2016～2018年度）

研究に関する現況調査表　別添資料一覧（環境放射能研究所）

http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-00-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-00-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i1-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i1-2.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i1-3.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i1-4.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i1-5.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i2-1.pdf
http://niad.sakura.ne.jp/202106_kouhyou/14_fukushima/R1406/1406-i2-2.pdf
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