
〈委託事業に係る事務処理スケジュール（報告期限等）〉 令和2年4月30日

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課 ＳＩＰ２期は提出。

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

繰越 １月末 事業担当課

委託試験研究概算払請求書（様式Ⅲ－7） 随時（年4回以内） 研究管理課

振込依頼書（様式Ⅲ－6） 1回目のみ 研究管理課

委託試験研究実績報告書（様式Ⅲ－3） 3月末か5月末 研究管理課

試験研究委託費帳簿（様式Ⅳ－８） 3月末か5月末 研究管理課

作業（業務）日誌（様式Ⅲ－５） 3月末か5月末 研究管理課

研究項目別分担(様式Ⅲ－25） 3月末か5月末 研究管理課

委託試験研究精算払請求書（様式Ⅲ－21） 確定通知後 研究管理課

委託業務完了届（様式Ⅲ－26） 3月末又は委託期間の終了日 研究管理課

返還連絡書（様式Ⅲ－27）
3月10日頃又は委託期間終了日の
21日前

研究管理課

共用使用 研究機器一時使用報告書（様式Ⅲ－23） 実績報告時 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

移転 委託等物品受入申請書（様式Ⅲ－13） 随時（事前） 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

委託等物品継続使用申請書（様式Ⅲ－14） 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

委託物品等の継続使用計画書（任意様式） 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

委託等物品継続使用実績報告書（様式Ⅲ－15） 3月末 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

廃棄 委託等物品廃棄許可申請書（様式Ⅲ－16） 事案がある場合 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24）
（「開発研究資産の減価償却の耐用年数」で
リース期間を設定）

リース契約期間の毎年度5月末 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24）
（機器本来の耐用年数でリース期間を設定）

委託研究期間内でリース契約期
間の毎年度5月末

研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

委託期間終了日前

リース

物品

継続使用

繰越承認申請書（様式Ⅲ－９）

支払
・
実績
報告

概算払い

実績報告

（特例）

提出書類 報告期限等 提出先 備考

計画
変更
・
中止
等

委託試験研究実施計画書の変更届（様式Ⅲ－12）
（研究代表者の所属及び氏名の変更）

委託試験研究実施計画変更承認申請書（様式Ⅲ－4）
（収支予算の変更、構成員の変更（追加又は脱退）、各構成
員の研究費の限度額の変更等）

備品購入理由書（様式Ⅲ－１０）

備品購入計画変更理由書（様式Ⅲ－11）
（物品購入計画の変更）

委託試験研究中止（廃止）申請書（様式Ⅲ－17）

外国出張申請書(当初計画外)(様式Ⅲ－19）

外国招へい旅費申請書（当初計画外）（様式Ⅲ－20）

学生単独出張理由書等



委託期間の毎年度6月末 研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

委託期間終了後の毎年度5年間6
月末

研究管理課 事業担当課と事前に相談してください。

事前 事業担当課

事前 事業担当課

事前 事業担当課

事前 事業担当課

新規契約時 事業担当課

新規契約時 研究管理課

発明時 事業担当課

出願後60日以内 事業担当課

出願前 事業担当課

出願後 事業担当課

登録後60日以内
(国外：登録後90日以内)

事業担当課 特許証など登録したことを証する資料(写)を添付

放棄前 事業担当課 権利、持分を放棄したことを証する書類を添付

出願取下げ前 事業担当課
・特許公開前に取り取下げた場合提出
・出願を取下げたことを証する資料を添付

特許権等の実施から遅滞なく
(※独占的もしくは専用実施権の
場合も遅滞なく提出・報告)

事業担当課

現行の事業は不要（終了事業で
使用している場合、実施前に提
出）

事業担当課

特許権等実施前 事業担当課

非独占的(国外)、独占的・専用
実施権(国内外)の場合、事前承
認

事業担当課

特許権等実施許諾から遅滞なく 事業担当課

特許権等移転前 事業担当課

特許権等移転から遅滞なく 事業担当課

作成から遅滞なく 事業担当課

新規契約時 事業担当課

共同研究開始前 事業担当課

発明等報告書の提出時 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時・事前 事業担当課

随時 事業担当課 各事業委託契約書をご確認願います。

移転(譲渡)契約書など、移転したことを証する資料
を添付特許権等移転報告書（確認書第4項に該当するものを含む）

（様式Ⅳ－13）

実施許諾契約書等、実施許諾したことを証する書類
を添付

特許権等実施申請書（様式Ⅳ－９）

特許権等実施申請書（国外実施）（様式Ⅳ－９ー①）

特許権等実施許諾承認申請書（様式Ⅳ－10）

特許権等実施許諾報告書（様式Ⅳ－11）

受領書、明細書など出願したことを証する資料(写)
を添付（共同出願の場合は「共同出願契約書(写)」
も添付）

特許権等出願通知書（国外出願）（様式Ⅳ－3ー①）

特許権等出願通知書（各指定国への国内移行状況）（様式Ⅳ
－3ー②）

特許権等通知書（様式Ⅳ－４）

特許権等放棄報告書（様式Ⅳ－５）

特許権等出願取下げ報告書（様式Ⅳ－６）

知的
財産

知財合意書

確認書（様式Ⅳ－Ⅰ）

発明等報告書（様式Ⅳ－2）

特許権等出願通知書（様式Ⅳ－3）

特許権等実施報告書（様式Ⅳ－７）

著作物通知書（様式Ⅳ－14）

権利化等方針（様式Ⅳ－15）

第三者と共同研究する理由書（様式Ⅳ－16）

第三者を共同出願人に加える理由書（様式Ⅳ－17）

特許権等移転承認申請書（確認書第4項に該当しないもの）
（様式Ⅳ－12）

収益
納付

収入状況報告書（様式Ⅳ－8－2）

収益状況報告書（様式Ⅳ－8－1）

プレ
スリ
リー
ス

研究実施内容発表事前通知書（研究実施プレスリリース用
等）（様式Ⅱ－1）

研究成果発表事前通知書（研究成果論文投稿等用等）（様式
Ⅱ－2）

研究成果発表事前通知書（研究成果プレスリリース用等）
（様式Ⅱ－3）

報道発表時報告書（報道発表事後報告用等）（様式Ⅱ－3－
2）

封印申請書（様式Ⅲ－18）

権利義務承継承認申請書（様式Ⅲ－22）

委託試験研究成果報告書

その
他



〈連絡先〉 [アット]を@に置き換えてください

電話 メール

研究管理課 提出先が研究管理課 ０４４－２７６－
８５８３

brain-jimu[アット]ml.affrc.go.jp

企画課 知的財産 ０４４－２７６－
８６４８

PaG[アット]ml.affrc.go.jp

企画課 その他委託研究全般 ０４４－２７６－
８６１０

brainki1[アット]ml.affrc.go.jp

イノベーション創出強化研究推進事業 inobe-web[アット]ml.affrc.go.jp

「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業 chi-shuseki[アット]ml.affrc.go.jp

異分野融合発展研究 ibunya-hatten[アット]ml.affrc.go.jp 

地域戦略プロジェクト（第１回公募で採択した研究課題） chiiki-a[アット]ml.affrc.go.jp

地域戦略プロジェクト（第２回・第３回公募で採択した研究課題）　 chiiki-a2[アット]ml.affrc.go.jp

経営体強化プロジェクト keiei-kyouka[アット]ml.affrc.go.jp

先導プロジェクト sendo-a[アット]ml.affrc.go.jp

AIプロジェクト aipro-a[アット]ml.affrc.go.jp

生産性革命に向けた革新的技術開発事業 kakumei[アット]ml.affrc.go.jp

スマート農業技術の開発・実証プロジェクト(うち先導研究プロジェクト)　 sendo-syokuhin[アット]ml.affrc.go.jp

イノベーション創出基礎的研究推進事業（平成２５年度終了） kisoken[アット]ml.affrc.go.jp

zisyou-a[アット]ml.affrc.go.jp

zisyou-a[アット]ml.affrc.go.jp

ムーンショット型農林水産研究開発事業 seiken-moonshot[アット]ml.affrc.go.jp

SIP (スマートバイオ産業・農業基盤技術) brainSIP[アット]ml.affrc.go.jp

　　　　作成
　　　　生物系特定産業技術研究支援センター　研究管理部研究管理課

提出先

０４４－２７６－
８９９５

０４４－２７６－
８７２０

０４４－２７６－
８２７９

事業・内容

イノベーション創
出課

革新技術創造課

戦略的研究開発課

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（平成２６～２７年度）
産学の英知を結集した革新的な技術体系の確立
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業（平成２６～２７年度）
経営評価研究＆マーケティング研究


	企画課修正　（宮本＋樋口 ）

