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令和3年度 総務 組織 ＦＡＸ送付状
金融経済調
査課長

R4.4.1 1年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 物品 鍵貸与簿 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 物品 鍵貸与簿 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 総務 物品 鍵貸与簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 物品 鍵貸与簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 物品 鍵貸与簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 物品 セキュリティカ－ド貸与管理簿 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 物品 セキュリティカ－ド貸与管理簿 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 総務 物品 セキュリティカード貸与管理簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 物品 セキュリティカード貸与管理簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 物品 セキュリティカード貸与管理簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 人事 事務引継書
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 人事 事務引継書
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 人事 事務引継書
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 文書 法人文書管理に関する文書ファイル管理簿 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 文書 法人文書管理に関する文書ファイル管理簿 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 総務 文書 法人文書管理に関する文書ファイル管理簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 文書 法人文書管理に関する文書ファイル管理簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 文書 法人文書管理に関する文書ファイル管理簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 検査 自店検査（様式1～7）
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 検査 自店検査（様式1～7）
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 検査 自店検査（様式1～様式7）
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 組織 コンプライアンス報告書 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 組織 コンプライアンス報告書 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 総務 組織 コンプライアンス報告書
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 組織 コンプライアンス研修会実施報告書
金融経済調
査課長

R4.4.1 1年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 組織 顧客等重要情報貸与願
金融経済調
査課長

R4.4.1 1年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 組織 顧客等重要情報外部送付確認票
金融経済調
査課長

R4.4.1 1年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 給与 時間外勤務管理
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 給与 時間外勤務管理
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 物品 金券類管理簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 物品 金券類管理簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 物品 金券類管理簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 物品 金券類払出請求伺・使用報告書
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 物品 金券類払出請求伺・使用報告書
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 物品 金券類払出請求伺・使用報告書
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 物品 タクシー券使用簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 物品 タクシー券使用簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 物品 タクシー券使用簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 文書 文書受信簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 文書 文書受信簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 文書 文書受信簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 文書 文書発信簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 文書 文書発信簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 文書 文書発信簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成31年度 総務 文書 公印使用簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 文書 公印使用簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 文書 公印使用簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成14年度 調査・政策評価 調査 景況トレンド表紙データ 調査課長 未定 常用 未定 電子情報 サーバー 企画調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 調査 公庫レポート表紙・背表紙データ 調査課長 未定 常用 未定 電子情報 サーバー 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 調査 ＩＳＢＮ出版者記号管理簿 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 検査 検査役監査関連 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 システム セキュリティ 情報セキュリティ承認簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄
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令和2年度 システム セキュリティ 情報セキュリティ承認簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 システム セキュリティ 情報セキュリティ承認簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成30年度 システム セキュリティ 電磁的記録媒体等利用管理簿 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 システム セキュリティ 電磁的記録媒体等利用管理簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 システム セキュリティ 電磁的記録媒体等利用管理簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 システム セキュリティ 電磁的記録媒体等利用管理簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 システム セキュリティ パソコン盗難防止用ワイヤー鍵利用管理簿 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 システム セキュリティ パソコン盗難防止用ワイヤー鍵利用管理簿
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和2年度 システム セキュリティ パソコン盗難防止ワイヤー鍵利用管理簿
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 システム セキュリティ パソコン盗難防止ワイヤー鍵利用管理簿
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

令和3年度 システム セキュリティ 情報セキュリティ対策研修に関する文書
金融経済調
査課長

R4.4.1 1年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 図書 図書の管理に関する文書 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 図書 図書の管理に関する文書 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成31年度 総務 図書 図書の管理に関する文書
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 図書 図書の管理に関する文書
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 図書 図書の管理に関する文書
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書（備品費） 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成29年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書（消耗品費） 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成30年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書（消耗品費） 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成31年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書・乙類図書受領書
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書・乙類図書受領書
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 図書 図書購入依頼書・図書購入伺書・乙類図書受領書
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 図書 図書の貸出に関する文書 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成30年度 総務 図書 図書の貸出に関する文書 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調1 企画調査部長 廃棄

平成31年度 総務 図書 図書の貸出に関する文書
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和2年度 総務 図書 図書の貸出に関する文書
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

令和3年度 総務 図書 図書の貸出に関する文書
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調1 調査部長 廃棄

平成29年度 総務 図書 図書の保管転換に関する文書 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成28年度 総務 図書 図書原簿 調査課長 未定 常用 未定 磁気ﾃﾞｰﾀ サーバー 企画調査部長 廃棄

平成28年度 総務 図書 乙類図書受払簿 調査課長 未定 常用 未定 磁気ﾃﾞｰﾀ サーバー 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成25年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成26年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成27年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成28年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成29年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成30年度 調査・政策評価 共通 決裁文書 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成31年度 調査・政策評価 共通 決裁文書
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄 （3冊）

令和2年度 調査・政策評価 共通 決裁文書
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄 （2冊）

令和3年度 調査・政策評価 共通 決裁文書
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄 （3冊）

令和3年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（五十年史関連）
金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調13 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 五十年史編纂委員会資料(議事録等）
金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調13 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 五十年史基礎年表作成業務
金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調13 調査部長 廃棄

平成14年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H15.4.1 30年 R15.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H16.4.1 30年 R16.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H17.4.1 30年 R17.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成17年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H18.4.1 30年 R18.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成18年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H19.4.1 30年 R19.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成19年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H20.4.1 30年 R20.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成20年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H21.4.1 30年 R21.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成21年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H22.4.1 30年 R22.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成22年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H23.4.1 30年 R23.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成23年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H24.4.1 30年 R24.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄
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平成24年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H25.4.1 30年 R25.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H26.4.1 30年 R26.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H27.4.1 30年 R27.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H28.4.1 30年 R28.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H29.4.1 30年 R29.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H30.4.1 30年 R30.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連） 調査課長 H31.4.1 30年 R31.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連）
金融経済調
査課長

R2.4.1 30年 R32.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連）
金融経済調
査課長

R3.4.1 30年 R33.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 共通 決裁文書（政策評価関連）
金融経済調
査課長

R4.4.1 30年 R34.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 共通 公的シンクタンク情報交換会 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 共通 公的シンクタンク情報交換会 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 業務依頼ファイル
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 業務依頼ファイル
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 業務依頼ファイル
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 チバ懇資料
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 チバ懇資料
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 チバ懇資料
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調3 調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 業務 調査部門研修 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 業務 調査部門研修 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 調査部門研修
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 業務 平成24年度経済講演会 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成25年度 調査・政策評価 業務 平成25年度経済講演会 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 業務 平成26年度経済講演会 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 調査 講話録「『沖縄21世紀ビジョン』と県経済の展望」 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 業務 平成28年度経済講演会 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 調査 2012年度版沖縄経済ハンドブック 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （4冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査 2019年度版沖縄経済ハンドブック
金融経済調
査課長

R2.4.1 3年 R5.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （5冊）

令和2年度 調査・政策評価 調査 2020年度版沖縄経済ハンドブック
金融経済調
査課長

R3.4.1 3年 R6.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （6冊）

令和3年度 調査・政策評価 調査 2021年度版沖縄経済ハンドブック
金融経済調
査課長

R4.4.1 3年 R7.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （5冊）

平成29年度 調査・政策評価 調査 県内経済概況調査 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成30年度 調査・政策評価 調査 県内経済概況調査 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査 県内経済概況調査
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄 （3冊）

令和2年度 調査・政策評価 調査 県内経済概況調査
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄 （3冊）

令和3年度 調査・政策評価 調査 県内経済概況調査
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調11 調査部長 廃棄 （3冊）

平成29年度 調査・政策評価 調査
2016・2017年度第77回設備投資計画
調査結果・集計表・調査票(3月調査) 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
2016・2017・2018年度第78回設備投資計画
調査結果・集計表・調査票(9月調査) 調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査
2017・2018年度第79回設備投資計画調査
調査結果・集計表・調査票(3月調査) 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査
2017・2018・2019年度第80回設備投資計画調査
調査結果・集計表・調査票(9月調査) 調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査
2018・2019年度第81回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（3月調査）

金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査
2018・2019・2020年度第82回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（9月調査）

金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
2019・2020年度第83回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（3月調査）

金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
2019・2020・2021年度第84回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（9月調査）

金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
2020・2021年度第85回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（3月調査）

金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
2020・2021・2022年度第86回設備投資計画調査
調査結果・集計票・調査票（9月調査）

金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調2 調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
第89～92回 県内企業景況調査結果
同調査統計表

調査課長 H30.4.1 5年 R5.3.31 紙 企Ａ－調15 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査
第93～96回 県内企業景況調査結果
同調査統計表

調査課長 H31.4.1 5年 R6.3.31 紙 企Ａ－調15 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 第97～100回 県内企業景況調査結果 同調査統計表
金融経済調
査課長

R2.4.1 5年 R7.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 第101～104回 県内企業景況調査結果 同調査統計表
金融経済調
査課長

R3.4.1 5年 R8.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 第105～108回 県内企業景況調査結果 同調査統計表
金融経済調
査課長

R4.4.1 5年 R9.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 第101回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R3.4.1 2年 R5.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 第102回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R3.4.1 2年 R5.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 第103回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R3.4.1 2年 R5.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄
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令和2年度 調査・政策評価 調査 第104回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R3.4.1 2年 R5.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 第105回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 第106回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 第107回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 第108回県内企業景況調査票
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査
2018年度調査部門研修講演録「地域銀行から見た地域金融の現
状と政策金融機関の役割」 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和46年度 調査・政策評価 調査 昭和45年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和47年度 調査・政策評価 調査 昭和46年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和48年度 調査・政策評価 調査 昭和47年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和49年度 調査・政策評価 調査 昭和48年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和50年度 調査・政策評価 調査 昭和49年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和51年度 調査・政策評価 調査 昭和50年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和52年度 調査・政策評価 調査 昭和51年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和53年度 調査・政策評価 調査 昭和52年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和54年度 調査・政策評価 調査 昭和53年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和55年度 調査・政策評価 調査 昭和54年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和56年度 調査・政策評価 調査 昭和55年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和57年度 調査・政策評価 調査 昭和56年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和58年度 調査・政策評価 調査 昭和57年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和59年度 調査・政策評価 調査 昭和58年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和60年度 調査・政策評価 調査 昭和59年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和61年度 調査・政策評価 調査 昭和60年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和62年度 調査・政策評価 調査 昭和61年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

昭和63年度 調査・政策評価 調査 昭和62年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成元年度 調査・政策評価 調査 昭和63年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成2年度 調査・政策評価 調査 平成元年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成3年度 調査・政策評価 調査 平成2年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成4年度 調査・政策評価 調査 平成3年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成5年度 調査・政策評価 調査 平成4年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成6年度 調査・政策評価 調査 平成5年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成7年度 調査・政策評価 調査 平成6年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成8年度 調査・政策評価 調査 平成7年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成9年度 調査・政策評価 調査 平成8年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成10年度 調査・政策評価 調査 平成9年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成11年度 調査・政策評価 調査 平成10年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成12年度 調査・政策評価 調査 平成11年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成13年度 調査・政策評価 調査 平成12年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成14年度 調査・政策評価 調査 平成13年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 調査 平成14年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 調査 平成15年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成17年度 調査・政策評価 調査 平成16年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成18年度 調査・政策評価 調査 平成17年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成19年度 調査・政策評価 調査 平成18年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成20年度 調査・政策評価 調査 平成19年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成21年度 調査・政策評価 調査 平成20年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成22年度 調査・政策評価 調査 平成21年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成23年度 調査・政策評価 調査 平成22年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 調査 平成23年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 調査 平成24年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 調査 平成25年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 調査 平成26年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 調査 平成27年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査 平成28年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄
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平成30年度 調査・政策評価 調査 平成29年度県内金融機関資金量・融資量調べ 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 平成30年度県内金融機関資金量・融資量調べ
金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
平成31年度
県内金融機関資金量・融資量調べ

金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調6 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
令和２年度
県内金融機関資金量・融資量調べ

金融経済調
査課長

未定 常用 未定 紙 企Ａ－調5 調査部長 廃棄 （4冊）

平成24年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調6 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調6 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調5 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 県内貸出動向調査
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調5 調査部長 廃棄 （2冊）

平成24年度 調査・政策評価 調査 2011年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成25年度 調査・政策評価 調査 2012年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 調査
2013年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料
県内主要ホテルの動向分析 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査
2014年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料
県内主要ホテルの動向分析
新石垣空港開港に伴う八重山地域主要ホテルの稼働状況

調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 調査
2015年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料
県内主要ホテルの動向分析
県内主要ホテルの人手不足に関する調査報告

調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調7 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査 2016年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調7 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査 2017年度県内主要ホテルの稼動状況調査資料 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調7 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 2018年度県内主要ホテルの稼働状況調査資料
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査 2019年度県内主要ホテルの稼働状況調査資料
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査 2020年県内主要ホテルの稼働状況調査資料
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 調査 平成15年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H17.4.1 20年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成17年度 調査・政策評価 調査 平成16年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H18.4.1 20年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成18年度 調査・政策評価 調査 平成17年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H19.4.1 20年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成24年度 調査・政策評価 調査 平成23年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成25年度 調査・政策評価 調査 平成24年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成26年度 調査・政策評価 調査 平成25年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査 平成26年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成28年度 調査・政策評価 調査 平成27年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成29年度 調査・政策評価 調査 平成28年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成30年度 調査・政策評価 調査 平成29年度ホテル稼働率調査データ等 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査 平成30年度ホテル稼働状況調査データ等
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （3冊）

令和2年度 調査・政策評価 調査 令和元年度ホテルの稼働状況調査データ等
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （2冊）

令和3年度 調査・政策評価 調査 令和2年度ホテルの稼働状況調査データ等
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調7 調査部長 廃棄 （2冊）

令和2年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価に関するアンケート調査票
金融経済調
査課長

R3.4.1 2年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 調査部長 廃棄 （5冊）

令和3年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価に関するアンケート調査票
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調10 調査部長 廃棄 （5冊）

令和3年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価特定テーマアンケート
金融経済調
査課長

R4.4.1 2年 R6.3.31 紙 企Ａ－調10 調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成25年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成26年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ａ－調10 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ａ－調10 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成28年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調10 企画調査部長 廃棄 （7冊）

平成29年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調10 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成30年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調10 企画調査部長 廃棄 （1冊）

平成31年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調10 調査部長 廃棄 （2冊）

令和2年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄 （3冊）

令和3年度 調査・政策評価 政策評価 政策金融評価報告書
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄 （7冊）

平成16年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H17.4.1 20年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成17年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H18.4.1 20年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄
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平成18年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H19.4.1 20年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録） 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録）
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録）
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討委員会資料（議事録）
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料 調査課長 H17.4.1 20年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成17年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料 調査課長 H18.4.1 20年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成18年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料 調査課長 H19.4.1 20年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
（政策金融評価に関するヒアリング調査） 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
(政策金融評価に関するヒアリング調査）

金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
(政策金融評価に関するヒアリング調査）

金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 政策評価
評価業務検討資料
(政策金融評価に関するヒアリング調査）

金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成27年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計） 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料（事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計）
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料(事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計）
金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 政策評価 評価業務検討資料(事後評価ｱﾝｹｰﾄ集計）
金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調4 調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 調査 住宅資金あり方検討会(調査報告) 調査課長 H16.4.1 20年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 調査 住宅資金あり方検討会(関連資料) 調査課長 H16.4.1 20年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

昭和59年度 調査・政策評価 調査 昭和53～58年度個人住宅建設資金利用者調査集計表 住宅課長 S60.4.1 40年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成元年度 調査・政策評価 調査 昭和59～63年度個人住宅建設資金利用者調査集計表 住宅課長 H2.4.1 40年 R12.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成4年度 調査・政策評価 調査
平成3年度個人住宅建設資金・マンション購入資金
利用者調査集計表

調査課長 H5.4.1 30年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成5年度 調査・政策評価 調査
平成４年度マイホーム建設資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H6.4.1 30年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成6年度 調査・政策評価 調査
平成５年度マイホーム建設資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H7.4.1 30年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成7年度 調査・政策評価 調査
平成６年度マイホーム建設資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H8.4.1 30年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成8年度 調査・政策評価 調査
平成７年度マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H9.4.1 30年 R9.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成9年度 調査・政策評価 調査
平成８年度マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H10.4.1 30年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成10年度 調査・政策評価 調査
平成９年度マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H11.4.1 30年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成11年度 調査・政策評価 調査
平成10年度マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H12.4.1 30年 R12.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成12年度 調査・政策評価 調査
平成11年度マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H13.4.1 30年 R13.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成13年度 調査・政策評価 調査
平成12年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H14.4.1 30年 R14.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成14年度 調査・政策評価 調査
平成13年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H15.4.1 30年 R15.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成15年度 調査・政策評価 調査
平成14年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H16.4.1 30年 R16.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 調査
平成15年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H17.4.1 30年 R17.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成17年度 調査・政策評価 調査
平成16年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H18.4.1 30年 R18.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成18年度 調査・政策評価 調査
平成17年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H19.4.1 30年 R19.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄
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平成19年度 調査・政策評価 調査
平成18年マイホーム新築資金・
マンション購入資金利用者調査集計表

調査課長 H20.4.1 30年 R20.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄

平成4年度 調査・政策評価 業務 公庫二十年史原稿綴り 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調12 企画調査部長 廃棄

平成4年度 調査・政策評価 業務 公庫二十年史関係資料綴り 調査課長 未定 常用 未定 紙 企Ａ－調12 企画調査部長 廃棄

平成9年度 調査・政策評価 調査 創立25周年シンポジウム資料 調査課長 H10.4.1 30年 R10.3.31 紙 企Ｂ－調1 企画調査部長 廃棄 （5冊）

平成18年度 調査・政策評価 調査 泡盛業界の現状と課題 調査課長 H19.4.1 30年 R19.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （10冊）

平成24年度 調査・政策評価 調査
沖縄：新たな挑戦
経済のグローバル化と地域の繁栄

調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成16年度 調査・政策評価 調査 モノレール駅周辺貸付実績等調査 調査課長 H17.4.1 30年 R17.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査（県経済への影響が懸念される出来事
について）

金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査（「新型コロナウイルス感染症」の県内景況に及
ぼす影響について）（2020年4月～6月期）

金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査（「新型コロナウイルス感染症」の県内景況に及
ぼす影響について）（2020年7月～9月期）

金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和2年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査（「新型コロナウイルス感染症」の県内景況に及
ぼす影響について）（2020年10月～12月期）

金融経済調
査課長

R3.4.1 10年 R13.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査「コロナ禍 における事業維持の取組について」
（2021年1月～3月期）

金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
景況特別調査「原油価格上昇の影響（令和3年10～12月
期）」

金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調15 調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 調査 平成22年度沖縄公庫教育資金利用者調査報告 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成24年度 調査・政策評価 調査 リゾートウェディング調査 調査課長 H25.4.1 10年 R5.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 調査 景況特別調査（円安による影響調査） 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成25年度 調査・政策評価 調査
沖縄本島における肉用山羊飼養経営体アンケート調査結果（平
成24年12月調査） 調査課長 H26.4.1 10年 R6.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （3冊）

平成26年度 調査・政策評価 調査 平成24年度沖縄公庫教育資金利用者調査報告 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成26年度 調査・政策評価 調査
世界自然遺産登録を活かした奄美・琉球の地域活性化策（やん
ばる地域・西表島編）～持続可能な地域づくりに向けて～ 調査課長 H27.4.1 10年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査
「人手不足の影響と人材確保の取組」に関する調査報告
(景況特別調査)

調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査
「沖縄の６次産業化認定企業の現況と今後の取組」に関
する調査報告

調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査
新規開業調査(公庫取引先からみた新規開業の現状
2015)

調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査 平成26年度沖縄公庫教育資金利用者調査 調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成27年度 調査・政策評価 調査
「インバウンドの影響とその取組」に関する調査報告
(景況特別調査)

調査課長 H28.4.1 10年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成28年度 調査・政策評価 調査
「沖縄における若年雇用問題 -ミスマッチを生む意識構造の分
析を中心に-」に関する調査報告 調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成28年度 調査・政策評価 調査
「定住・交流人口の維持・増加に向けた考察」
第一部　沖縄の移住意向に関する調査報告
第二部　沖縄の離島観光に関する意識調査報告

調査課長 H29.4.1 10年 R9.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
「拡大する沖縄経済の下で深刻化する人手不足」～県内企業へ
の影響と課題への対応～ 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
「拡大する沖縄経済の下で深刻化する人手不足」～県内企業へ
の影響と課題への対応～（アンケート票） 調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
「教育資金と進学意識に対する調査結果」
第一部　平成28年度　沖縄公庫教育資金利用者調査
第二部　進学に対する親と学生の意識調査

調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成29年度 調査・政策評価 調査
「進学に対する親と学生の意識調査」（アンケート
票）

調査課長 H30.4.1 10年 R10.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄

平成30年度 調査・政策評価 調査 県内小規模企業実態調査報告 調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成30年度 調査・政策評価 調査
沖縄公庫取引先からみた泡盛メーカーの現状と課題
について

調査課長 H31.4.1 10年 R11.3.31 紙 企Ａ－調9 企画調査部長 廃棄 （9冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査
沖縄県内物流に関する需給バランスの現状と将来推
計について

金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄 （2冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査
平成30年度
沖縄公庫教育資金利用者調査

金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

平成31年度 調査・政策評価 調査 沖縄公庫取引先の事業承継に関する実態調査
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄 （4冊）

平成31年度 調査・政策評価 調査 事業承継アンケート票
金融経済調
査課長

R2.4.1 10年 R12.3.31 紙 企Ｂ－調1 調査部長 廃棄 （14冊）

令和3年度 調査・政策評価 調査
新型コロナウイルス感染症の県内景況に及ぼす影響
について

金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

令和3年度 調査・政策評価 調査
令和2年度
沖縄公庫教育資金利用者調査

金融経済調
査課長

R4.4.1 10年 R14.3.31 紙 企Ａ－調9 調査部長 廃棄

平成6年度 調査・政策評価 調査 海外調査（バリ島リゾート関連資料） 調査課長 H7.4.1 30年 R7.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成7年度 調査・政策評価 調査 海外調査（バリ島リゾート） 調査課長 H8.4.1 30年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成7年度 調査・政策評価 調査 海外調査（東南アジア投資環境視察調査報告） 調査課長 H8.4.1 30年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成7年度 調査・政策評価 調査
海外調査（フランス・タラソテラピー業界視察報
告）

調査課長 H8.4.1 30年 R8.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成10年度 調査・政策評価 調査 海外調査（ハワイ物販・飲食施設調査報告） 調査課長 H11.4.1 30年 R11.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成12年度 調査・政策評価 調査 海外調査（台湾アグロインダストリー関連資料） 調査課長 H13.4.1 30年 R13.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄

平成12年度 調査・政策評価 調査 海外調査（台湾情報通信業関連資料） 調査課長 H13.4.1 30年 R13.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄 （2冊）

平成14年度 調査・政策評価 調査 海外調査（中国投資環境調査ミッション） 調査課長 H15.4.1 30年 R15.3.31 紙 企Ｂ－調2 企画調査部長 廃棄
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