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実施要領の新旧比較 H31.4.16

改訂（委託業務研究＋競争的資金） 現行（委託業務研究）

委託業務研究実施要領 委託業務研究実施要領
～事務処理関係編～ ～事務処理関係編～
（平成３１年度） （平成３０年度）

平成29年9月14日付け 29生セ第0604004号 平成29年9月14日付け 29生セ第0604004号
一部改正 平成30年４月２日付け 30生セ第0102005号 一部改正 平成30年４月２日付け 30生セ第0102005号
一部改正 平成31年２月８日付け 30生セ第1108005号 一部改正 平成31年２月８日付け 30生セ第1108005号
一部改正 平成31年４月16日付け 30生セ第0112004号

本編は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（以 本編は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（以
下「生研支援センター」という。）が実施する研究支援事業における契約･経理･知的財産権に関する事務 下「生研支援センター」という。）が実施する研究支援事業における契約･経理･知的財産権に関する事務処
処理について、共通する事項を掲載しています。別途定める各研究支援事業の研究実施に関する実施要領 理について、共通する事項を掲載しています。別途定める各研究支援事業の研究実施に関する実施要領等
等において定めのあるものについては、当該内容が優先されますのでご注意ください。 において定めのあるものについては、当該内容が優先されますのでご注意ください。

目次（略） 目次（略）

Ⅱ 契約事務関係 Ⅱ 契約事務関係

１．契約事務の流れ １．契約事務の流れ
（略） （略）

（１）委託契約の締結 （１）委託契約の締結
生研支援センターでは、採択された試験研究計画の研究コンソーシアム（以下「コンソーシアム」 生研支援センターでは、採択された試験研究計画の研究代表機関等（以下『代表機関』という。）と

という。）に係る代表機関又は研究管理運営機関（以下「代表機関等」という。）と委託契約を締結し 委託契約を締結します。
ます。 また、年度ごとの委託経費については、試験研究計画に基づく研究成果の評価等の結果を踏まえ、
また、年度ごとの委託経費については、試験研究計画に基づく研究成果の評価等の結果を踏まえ、 年度ごとに決定し契約を締結します。

年度ごとに決定し契約を締結します。 契約に当たって、代表機関等は委託契約書（様式Ⅲ－１）に添付する４．別紙「委託試験研究実施
契約に当たって、代表機関等は委託契約書（様式Ⅲ－１）に添付する４．別紙「委託試験研究実施 計画書（様式Ⅲ－２）」を作成し生研支援センターに提出していただきます。生研支援センターは、実

計画書（様式Ⅲ－２）」を作成し生研支援センターに提出していただきます。生研支援センターは、 施計画書を受領後、委託契約書を作成します。契約締結後は、生研支援センターと代表機関等とで各
実施計画書を受領後、委託契約書を作成します。契約締結後は、生研支援センターと代表機関等とで 々1 部ずつ保管します。代表機関は、コンソーシアムに参画する構成員に、委託契約書の写しを送付
各々1部ずつ保管します。代表機関等は、コンソーシアムに参画する構成員に、委託契約書の写しを してください。 （用語の定義を調整（後述で定義しているため））
送付してください。

（２）実績報告書の提出 （２）実績報告書の提出
委託経費の使用実績について、代表機関等は、証拠書類等を添えて「委託試験研究実績報告書（様 委託経費の使用実績について、代表機関等は、証拠書類等を添えて「委託試験研究実績報告書（様

式Ⅲ－３）」（以下「実績報告書」という。）を作成し、生研支援センターが指示する日までに、チェ 式Ⅲ－３）」（以下「実績報告書」という。）を作成し、生研支援センターが指示する日までに、チェッ
ック結果等必要な書類（帳簿、作業（業務）日誌、出張関係書類（当該プロジェクトのために出張し ク結果等必要な書類（帳簿、作業（業務）日誌、出張関係書類（当該プロジェクトのために出張した
たかどうかわかる出張報告書等))を添えて生研支援センターに提出してください。 かどうかわかる出張報告書等))を添えて生研支援センターに提出してください。
なお、コンソーシアムの構成員は、代表機関等が別途定める期日までに実績報告書を代表機関等に なお、コンソーシアムの構成員は、代表機関が別途定める期日までに実績報告書を代表機関に提出

提出してください。 してください。
※ 具体的な方法については、Ⅱ－８－（１）「確定時の検査」を参照してください。 ※ 具体的な方法については、Ⅱ－８－（１）「確定時の検査」を参照してください。

（３）（略） （３）（略）
（４）委託経費の支払 （４）委託経費の支払

生研支援センターは、原則として、（３）により委託経費の額が確定した後に委託経費を支払い（「精 生研支援センターは、原則として、（３）により委託経費の額が確定した後に委託経費を支払い（「精
算払」）ます。ただし、委託契約が締結された後は、代表機関等からの概算払請求に基づき委託経費 算払」）ます。ただし、委託契約が締結された後は、代表機関等からの概算払請求に基づき委託経費の
の一部又は全部を概算払いすることも可能です。 一部又は全部を概算払いすることも可能です。
①（略） ①（略）
② 概算払 ② 概算払

概算払は、各事業年度に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究概算払請求書（様 概算払は、各事業年度に年４回以内とし、請求に当たっては、「委託試験研究概算払請求書（様式
式Ⅲ－７）」を提出してください。この場合、概算払請求額は、当該請求時に必要な額としてくだ Ⅲ－７）」を提出してください。この場合、概算払請求額は、当該請求時に必要な額としてください。
さい。また、概算払を受けることにより、各構成員において資金の滞留がないよう、事業の進捗状 また、概算払を受けることにより、各構成員において資金の滞留がないよう、事業の進捗状況に応
況に応じた請求をお願いします。 じた請求をお願いします。
生研支援センターでは、概算払いに当たり、特に請求月、支払月を設けていませんので必要な時 生研支援センターでは、概算払いに当たり、特に請求月、支払月を設けていませんので必要な時

期に必要な額の請求が可能です。また、必要に応じ、年４回以上の概算払いも可能ですが、その際 期に必要な額の請求が可能です。また、必要に応じ、年４回以上の概算払いも可能ですが、その際
は事前に契約関係担当まで事前にご連絡ください。 は事前に契約関係担当まで事前にご連絡ください。
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１回の請求上限は委託費の５０％までとしますが、５０％を超える請求が必要な場合は、事前に １回の請求上限は委託費の５０％までとしますが、５０％を超える請求が必要な場合は、事前に
契約関係担当までご連絡いただくとともに概算払請求書の備考欄にその理由を記載してください。 契約関係担当までご連絡いただくとともに概算払請求書の備考欄にその理由を記載してください。
ただし、第４四半期（１～3月）の請求においては、この限りでありません。 （第4四半期の取扱いを追記）

③～④（略） ③～④（略）
（５）（略） （５）（略）
（６）繰越 （６）繰越

複数年度契約における場合で、委託契約書に定めがあるときは、想定外の他律的な事由によって計 複数年度契約における場合で、委託契約書に定めがあるときは、想定外の他律的な事由によって計
画していた年度内に機器の納入が困難となった場合等に、その経費の予算を翌年度に繰越しすること 画していた年度内に機器の納入が困難となった場合等に、その経費の予算を翌年度に繰越しすること
ができます。 ができます。
①（略） ①（略）
②単年度契約の場合 ②単年度契約の場合
コンソーシアムに帰責事由が無い場合に限り、契約期間を延長した変更契約により翌年度へ繰越し 研究コンソーシアムに帰責事由が無い場合に限り、契約期間を延長した変更契約により翌年度へ繰

することがができます。 越しすることがができます。
（略） （略）

２．委託契約の基本概念 ２．委託契約の基本概念
（略） （略)

（１）委託契約対象者 （１）委託契約対象者
① コンソーシアム ① 研究コンソーシアム

コンソーシアムとは、研究課題を実施するために協定書等で結ばれた研究機関の集合体です。 研究コンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）とは、研究課題を実施するために協定書
コンソーシアムは次の要件を満たすことが必要です。また、生研支援センターは代表機関等との 等で結ばれた研究機関の集合体です。

間で委託研究契約を締結することになります。 コンソーシアムは次の要件を満たすことが必要です。また、生研支援センターはコンソーシアム
代表機関（以下「代表機関」という。）又は研究管理運営機関（以下「代表機関等」という。）との
間で委託研究契約を締結することになります。（「代表機関等」について定義済み）

ア～イ（略） ア～イ（略）
②～⑥（略） ②～⑥（略）
⑦ 研究グループにおける構成員と協力機関との違い（整理表） ⑦ 研究グループにおける構成員と協力機関との違い（整理表）

構成員 協力機関 構成員 協力機関

コンソー コンソーシアムを構成する機関にな コンソーシアムに属さない機関であ 研究コン 研究コンソーシアムを構成する機関 研究コンソーシアムに属さない機関で
シアムと ります。 り、委託契約書では第三者として扱われ ソーシア になります。 あり、委託契約書では第三者として扱わ
の関係 ます。 ムとの関 れます。

係

資金配分 （略） （略） 資金配分 （略） （略）

研究課題 （略） （略） 研究課題 （略） （略）
の実施 の実施

備品関係 研究に必要な備品を購入（リースを コンソーシアムの研究費による備品の 備品関係 研究に必要な備品を購入（リースを 研究コンソーシアムの研究費による備
含む）することができます。購入後は 購入（リースを含む）及び所有（管理） 含む）することができます。購入後は 品の購入（リースを含む）及び所有（管
備品を所有（管理）します。 することはできません。 備品のを所有（管理）します。 理）することはできません。

成果に係 日本版バイ・ドール制度（産業技術 （略） 成果に係 日本版バイ・ドール制度（産業技術 （略）
る知財の 力強化法第１７条）を適用させて、特 る知財の 力強化法第１９条）を適用させて、特
取扱い 許権等の帰属を認めます。 取扱い 許権等の帰属を認めます。

（略） （略）

⑧ 契約の対象 ⑧ 契約の対象
契約はコンソーシアムの代表機関等と生研支援センターとの間で当該年度に係る委託契約を締結 契約はコンソーシアムの代表機関等と生研支援センターとの間で当該年度に係る委託契約を締結

します。代表機関等は法人格を有する必要があり、個人との契約は行いません。 します。代表機関等は法人格を有する必要があり、個人との契約は行いません。
また、コンソーシアム内に、代表機関以外の他の研究機関へ資金を配分するための経理事務体制 また、コンソーシアム内に、研究代表機関以外の他の研究機関へ資金を配分するための経理事務

等が十分に整っている研究機関等が存在しない場合、代表機関に代わって経理執行業務を担う機関 体制等が十分に整っている研究機関等が存在しない場合、研究代表機関に代わって経理執行業務を
（研究管理運営機関）を設けて、そこが資金配分等に係る事務を行うことができます。この場合、 担う機関（研究管理運営機関）を設けて、そこが資金配分等に係る事務を行うことができます。こ
契約は研究管理運営機関と締結することになります。 の場合、契約は研究管理運営機関と締結することになります。

⑨ 研究グループを分割した契約 ⑨ 研究グループを分割した契約
効率的執行の観点から、１研究課題のコンソーシアムの構成員が多数の場合は、中課題単位で複 効率的執行の観点から、１研究課題のコンソーシアムの構成員が多数の場合は、中課題単位で複

数に分割した上で、それぞれが概算払請求ができます。この場合、以下の点にご注意ください。 数に分割し、それぞれが概算払請求できることとしました。この場合、以下の点にご注意ください。
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（略） （語句の修正）
（略）

３．委託経費の内容 ３．委託経費の内容
委託経費として計上できる経費の範囲は、研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要な経費と 委託経費として計上できる経費の範囲は、研究の遂行及び研究成果の取りまとめに直接必要な経費と

し、具体的な内容は下表のとおりです。 し、具体的な内容は下表のとおりです。
（１）委託経費計上費目の体系 （１）委託経費計上費目の体系

①委託業務研究 ①委託業務研究
対象事業：革新的技術創造促進事業（「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業、異分野 対象事業：革新的技術創造促進事業（「知」の集積と活用の場による研究開発モデル事業（平成２８

融合発展研究） 年度採択課題を除く）、異分野融合発展研究） （対象事業の変更）
革新的技術開発緊急展開事業（地域戦略プロジェクト、先導プロジェクト、経営体強化 革新的技術開発緊急展開事業（地域戦略プロジェクト、先導プロジェクト、経営体強化
プロジェクト、人工知能未来農業創造プロジェクト） プロジェクト、人工知能未来農業創造プロジェクト）
生産性革命に向けた革新的技術開発事業 生産性革命に向けた革新的技術開発事業
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） （新規事業の追加）
※ 革新的技術創造促進事業は平成３０年度より「知」の集積と活用の場によるイノベ ※ 革新的技術創造促進事業は平成３０年度より「知」の集積と活用の場によるイノベー
ーション創出推進事業により委託業務研究として継続実施 ション創出推進事業により委託業務研究として継続実施

（略） （略）
②（略） ②（略）

（２）各費目の説明 （２）各費目の説明
①委託業務研究 ①委託業務研究
ア（略） ア（略）
イ 間接的経費（いわゆる一般管理費等） イ 間接的経費（いわゆる一般管理費等）

費目・細目 説 明 証拠書類の例 費目・細目 説 明 証拠書類の例

間接的経費 （略） （略） 間接的経費 （略） （略）
（いわゆる 【特記事項】 （いわゆる 【特記事項】
一般管理費 （略） 一般管理費 （略）
等） ４ 算出根拠については、生研支援センターあるいは、代表 等） ４ 算出根拠については、生研支援センターあるいは、代表

機関等からの問い合わせの際に、必要に応じて提出いただ 機関からの問い合わせの際に、必要に応じて提出いただく
く場合があります。 場合があります。

（略） （略）

消費税等相 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引 消費税等相 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引 消費税等相当額
当額 に係る経費の８％（令和元年10月以降は10％） 当額 に係る経費の８％ 計上の計算資料

【特記事項】 【特記事項】
１ （略） １ （略）
２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分けて書い ２ 消費税等相当額とは、税抜き額と消費税額を分けて書い
ていただくためのものではありません。非課税取引、不課 ていただくためのものではありません。非課税取引、不課
税取引及び免税取引（人件費、賃金等）の８％（10％） 税取引及び免税取引（人件費、賃金等）の８％に当たる額
に当たる額を上乗せしていただくための欄です。 を上乗せしていただくための欄です。
これは、委託契約が課税取引であるためです。 これは、委託契約が課税取引であるためです。

（消費税率10％の例） （例）
55万円の委託費を受け取り、税込55万円の『物品』を 54万円の委託費を受け取り、税込54万円の『物品』を

買った場合、委託費の消費税と物品と共に支払った消費税 買った場合、委託費の消費税と物品と共に支払った消費税
が同じ5万円ですので、消費税の納税額は０円となり、特 が同じ4万円ですので、消費税の納税額は０円となり、特
に問題は発生しません。 に問題は発生しません。
しかし、100万円の委託費を受け取り、100万円の『賃 しかし、100万円の委託費を受け取り、100万円の『賃

金』(不課税)を支払った場合、委託費の消費税は100万円 金』(不課税)を支払った場合、委託費の消費税は100万円
×10/110=90,909円になり、その分赤字になります。 ×8/108=74,074円になり、その分赤字になります。
そのため、110万円の委託費を受け取り、100万円の賃 そのため、108万円の委託費を受け取り、100万円の賃

金を支払い、10万円を納税、となるようにしています。 金を支払い、8万円を納税、となるようにしています。こ
この10万円が「消費税相当額」です。 の8万円が「消費税相当額」です。

３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の税率とし ３ 消費税率の改定があった場合は、当該改定後の税率とし
ます。 ます。
※ 令和元年は、年度途中の１０月１日で消費税率の変 （注意書きを記載）
更が予定されておりますが、月毎で処理される場合と
年度で処理される場合で取扱いが異なりますので、各
機関の会計規程等に従い適正な計上をお願いします。
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消費税等相当額を過大に計上した場合は、納税額を
超える金額について返還していただく場合があります。

４ （略） ４ （略）

② 競争的資金事業 ② 競争的資金事業
ア、イ（略） ア、イ（略）
ウ 一般管理費 ウ 一般管理費

費目・細目 説 明 証拠書類の例 費目・細目 説 明 証拠書類の例

一般管理費 研究管理運営事務を専門に行う研究管理運営機関のみ当該 （略） 一般管理費 研究管理運営事務を専門に行う研究管理運営機関のみ当該 （略）
構成員の直接経費の１５％に相当する額を上限として計上す 構成員の直接経費１５％に相当する額を上限として計上する
ることができます。研究管理運営機関は研究管理が役割です ことができます。研究管理運営機関は研究管理が役割ですの
ので、その事務のための人件費、旅費等については、ここで で、その事務のための人件費、旅費等については、個々では
はなく直接経費に計上して下さい。 なく直接経費に計上して下さい。
直接研究費ではないが、本委託事業のために必要な事務費、 直接研究費ではないが、本委託事業のために必要な事務費、

光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃 光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃
金等の管理部門の経費。 金等の管理部門の経費。
計上に当たっては、使用内訳と算出根拠の整合性が重要と 計上に当たっては、使用内訳と算出根拠の整合性が重要と

なります。一般管理費は、間接経費と異なり、委託事業に必 なります。一般管理費は、間接経費と異なり、委託事業に必
要な管理経費（直接経費以外）に限定しています。一般管理 要な管理経費（直接経費以外）に限定しています。一般管理
費の計上に当たっては、その根拠を明確にしていただく必要 費の計上に当たっては、その根拠を明確にしていただく必要
があります。 があります。
なかでも光熱水料、燃料費等の負担については、全体の使 なかでも光熱水料、燃料費等の負担については、全体の使

用料に対する委託事業への従事者数者等合理的な按分方法に 用料に対する委託事業への従事者数者等合理的な按分方法に
より算出し、計上してください。 より算出し、計上してください。
なお、これらによりがたい場合は、事業費比率による按分 なお、これらによりがたい場合は、事業費比率による按分

などにより算出し、計上してください。 などにより算出し、計上してください。
算出根拠については、生研支援センター、あるいは、コン 算出根拠については、生研支援センター、あるいは、コン

ソーシアムの代表機関等からの問い合わせの際に、必要に応 ソーシアムの代表機関からの問い合わせの際に、必要に応じ
じてご提出いただく場合があります。 てご提出いただく場合があります。
（略） （略）

消費税等相 （略） 消費税等相 （略） （略）
当額 当額

（３）委託経費計上に当たっての注意事項 （３）委託経費計上に当たっての注意事項
① 経費算定の対象とする支出額は、原則として委託契約期間中に本事業を行うに当たって発生し、 ① 経費算定の対象とする支出額は、原則として委託契約期間中に本事業を行うに当たって発生し、
かつ、支払われた経費とし、委託契約期間外に発生又は支払われた経費は認めません。 かつ、支払われた経費とし、委託契約期間外に発生又は支払われた経費は認めません。
従って、発注、納品・検収、支払は、原則として、当該委託契約期間中に行ってください。ただ 従って、発注、納品・検収、支払は、原則として、当該委託契約期間中に行ってください。ただ

し、委託契約期間中に発生し、かつ、経費が確定しているものであって、当該期間中に支払いが行 し、委託契約期間中に発生し、かつ、経費が確定しているものであって、当該期間中に支払いが行
われていないことについて、相当の事由があると認められる次のものについてはこの限りではあり われていないことについて、相当の事由があると認められるものについてはこの限りではありませ
ません。（この場合、実績報告書の提出の際には、帳簿の支払年月日欄に支払予定日を記入してく ん。（この場合、実績報告書の提出の際には、帳簿の支払年月日欄に支払予定日を記入してください。）
ださい。） （略）
（略） ②～⑦ （略）

②～⑦ （略）

（４）委託経費計上に係る費目･細目別の注意事項 （４）委託経費計上に係る費目･細目別の注意事項
① 人件費（賃金を含む） ① 人件費（賃金を含む）

（略） （略）
ア、イ（略） ア、イ（略）
ウ 大学における学生（学部生及び大学院生をいう。以下同じ）の雇用 ウ 大学における学生（学部生及び大学院生をいう。以下同じ）の雇用

授業を受けることが本分である学部生を教育目的ではない委託事業において雇用する場合は、 授業を受けることが本分である学部生を教育目的ではない委託事業において雇用する場合は、
一般的な大学の雇用手続きのみならず、委託事業において学部生を雇用する必要性を、大学に規 一般的な大学の雇用手続きのみならず、委託事業において学部生を雇用する必要性を、大学に規
程がある場合は、それに従って、規程がない場合は、任意の様式の理由書により明確にしてくだ 程がある場合は、それに従って、規程がない場合は、任意の様式の理由書により明確にしてくだ
さい。 さい。
また、学業及び研究室での他の研究補助との区分を明確にするために作業（業務）日誌を作成 また、学業及び研究室での他の研究補助との区分を明確にするために作業（業務）日誌を作成

し、雇用責任者（勤務管理者）が責任を持って管理してください。 し、雇用責任者（勤務管理者）が責任を持って管理してください。
なお、大学院生を雇用する場合であっても、上記と同様の手続き、管理を行っていただく必要 なお、大学院生を雇用する場合であっても、上記と同様の手続き、管理を行っていただく必要
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があります。 があります。
理由書については、生研支援センター、あるいは、コンソーシアムの代表機関等からの問い合 理由書については、生研支援センター、あるいは、コンソーシアムの代表機関からの問い合わ

わせの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。 せの際に、必要に応じてご提出いただく場合があります。
エ（略） エ（略）
オ 有給休暇の取扱 オ 有給休暇の取扱

（略） （略）
（ア）、（イ）（略） （ア）、（イ）（略）
（ウ）委託事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数の範囲内である （ウ）委託事業に従事するために雇用されたことに伴い付与された有給休暇の日数の範囲内である

こと（有給休暇を付与することとなる日及び日数については、各研究機関の規程に基づきます。） こと（有給休暇を付与することとなる日及び日数については、各研究機関の規程に基づきます。）
なお、以下については委託費の計上は認められません。 なお、特別休暇（夏季休暇、創立記念日、天災地変に伴う公共交通の運行停止等）、産前・産
・「特別休暇（夏季休暇、創立記念日、天災地変に伴う公共交通の運行停止等）」 後休暇等及び連続して長期に委託事業に従事しないことがあらかじめ明確な場合並びに年次休
・「産前・産後休暇等」 暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、年次休暇取得以降委託事業
・「連続して長期に委託事業に従事しないことがあらかじめ明確な場合」 に従事しないことが明確な場合については、委託費への計上は認められません。
・「年次休暇であっても、退職前に連続して取得し、そのまま退職するなど、年次休暇取得 （記載方法の変更）
以降委託事業に従事しないことが明確な場合」 （略）

（略）
②、③（略） ②、③（略）
④ 機械･備品費（設備備品費） ④ 機械･備品費（設備備品費）
ア 調達手続き ア 調達手続き

物品の購入に際しては、研究機関の規程に基づき、一般競争に付す、複数の見積書を徴するな 物品の購入に際しては、研究機関の規程に基づき、複数の見積書を徴する、一般競争に付すな
ど、購入手続きの適正性に留意した調達手続きを行ってください。 ど、購入手続きの適正性に留意した調達手続きを行ってください。
物品購入時における付帯工事費は、各研究機関の会計処理に合わせ、備品費又は雑役務費に計 物品購入時における付帯工事費は、各研究機関の会計処理に合わせ、備品費又は雑役務費に計

上してください。 上してください。
イ、ウ（略） イ、ウ（略）

⑤ 消耗品費 ⑤ 消耗品費
ア、イ（略） ア、イ（略）
ウ 調達手続き ウ 調達手続き

委託事業を遂行するため大量に消耗品を購入する、又は、高額な消耗品を購入する場合には、 委託事業を遂行するため大量に消耗品を購入する、又は、高額な消耗品を購入する場合には、
事業実施機関の規程に基づき、一般競争に付す、複数の見積書を徴するなど、購入手続きの適正 事業実施機関の規程に基づき、一般競争に付す、複数の見積書を徴するなど、購入手続きの適正
性に留意した調達手続きを行ってください。 性に留意した調達手続きを行ってください。
特に、研究者による発注が可能となっている事業実施機関にあっては、事務手続きの煩雑さか 特に、研究者による発注が可能となっている事業実施機関にあっては、事務手続きの煩雑さか

ら、その上限額を超えないようにするために分割発注するなどのことがないようにご留意くださ ら、その上限額を超えないようにするために分割発注するなどのことがないようにご留意くださ
い。 い。
消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合は、単なる予算消化と見なし、委託 消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合は、単なる予算消化と見なし、委託

費の返還を求めることがあります。 費の返還を求めることがあります。
何らかの理由により契約期間終了間際に多量の消耗品等を購入する必要が生じた場合は、購入 何らかの理由により契約期間終了間際に多量の消耗品等を購入する必要が生じた場合は、購入

しなければならない理由を明らかにした理由書を作成し、その理由を明確にしていただくととも しなければならない理由を明らかにした理由書を作成し、その理由を明確にしていただくととも
に、当該年度の事業において実際に使用し研究成果に反映していただく必要があります。 に、当該年度の事業において実際に使用し研究成果に反映していただく必要があります。
翌年度に使用する物品の購入は原則として認められません。購入する場合は、翌年度の契約締 翌年度に使用する物品は原則として認められません。購入している場合には、翌年度の契約締

結後では、委託事業そのものに支障を来すなど、事業との直接的な関連性を理由書等により明確 結後では、委託事業そのものに支障を来すなど、事業との直接的な関連性を理由書等により明確
にしてください。 にしてください。
（略） （略）

⑥（略） ⑥（略）

５．契約書別紙「委託試験研究実施計画」の変更 ５．契約書別紙「委託試験研究実施計画」の変更
（略） （略）

（１）各項目の変更申請方法 （１）各項目の変更申請方法
①、②（略） ①、②（略）
③ 物品購入計画の変更 ③ 物品購入計画の変更

構成員は、当初の物品購入計画を変更（当初計画にない物品を購入する、又は計画していた物品 構成員は、当初の物品購入計画を変更（当初計画にない物品を購入する、又は計画していた物品
の購入を取りやめる等）する必要が生じた場合、「備品購入計画変更理由書（様式Ⅲ－１１）」を事 の購入を取りやめる等）する必要が生じた場合、「備品購入計画変更理由書（様式Ⅲ－１１）」を事
前に生研支援センターへ提出してください。 前に生研支援センターへ提出してください。
単なる機種変更、予定機種が製造中止等により後継機種を購入した場合、競争の結果、安価にな 単なる機種変更、予定機種が製造中止等により後継機種を購入した場合、競争の結果、安価にな

ったなどにより、物品購入計画に記載する物品の条件を満たさない場合には、事前に理由書を提出 ったなどにより、物品購入計画に記載する物品の条件を満たさない場合には、事前に理由書を提出
する必要はありませんが、生研支援センターあるいは代表機関等からの問い合わせの際に、必要に する必要はありませんが、生研支援センターあるいは代表機関からの問い合わせの際に、必要に応
応じて提出していただく場合があります。 じて提出していただく場合があります。

④（略） ④（略）

６．試験研究計画の中止等 ６．試験研究計画の中止等
コンソーシアムは、やむを得ない事情により、本試験研究計画の遂行が困難となった場合には、「委 構成員は、やむを得ない事情により、本試験研究計画の遂行が困難となった場合には、「委託試験研究
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託試験研究中止（廃止）申請書（様式Ⅲ－１７）」を提出し、生研支援センターの承認を得るとともに、 中止（廃止）申請書（様式Ⅲ－１７）」を提出し、生研支援センターの承認を得るとともに、実績報告書
実績報告書等による精算の手続き及び取得した物品等に係る手続きを行ってください。 等による精算の手続き及び取得した物品等に係る手続きを行ってください。 （対象を修正）

７．収益納付 ７．収益納付
（略） （略）

８．委託業務の検査・調査等 ８．委託業務の検査・調査等
（１）確定時の検査 （１）確定時の検査

（略） （略）
① コンソーシアムにおける検査の流れ ① コンソーシアムにおける検査の流れ
ア 構成員 ア 構成員
・ 構成員の事務担当者は、チェックリスト（コンソーシアム構成員）（様式Ⅲ－３－➁）によ ・ 構成員の事務担当者は、チェックリスト（コンソーシアム構成員）（様式Ⅲ－３－➁）により、
り、各項目について確認し、その結果に基づき検査してください。（疑義等が生じた場合は、 各項目について確認し、その結果に基づき検査してください。（疑義等が生じた場合は、研究者
研究者等関係者に確認し、必要に応じて実績報告書に計上する精算額等を修正してください。） 等関係者に確認し、必要に応じて実績報告書に計上する精算額等を修正してください。）なお、
なお、代表機関等においても、当該チェックリストによる同様の検査を行ってください。 代表機関においても、当該チェックリストによる同様の検査を行ってください。

・ 実績報告書に当該チェックリストを添付し、所属機関等の決裁を受けてください。（事務担 ・ 実績報告書に当該チェックリストを添付し、所属機関の決裁を受けてください。（事務担当者
当者等以外による確認） 等以外による確認）

・ 実績報告書、当該チェックリスト、帳簿（写）、作業（業務）日誌（写）、出張復命書等（写）、 ・ 実績報告書、当該チェックリスト、帳簿（写）、作業（業務）日誌（写）、出張復命書等（写）、
その他代表機関等が指示する証拠書類を代表機関等が示す期日までに代表機関等に提出してく その他代表機関が指示する証拠書類を代表機関が示す期日までに代表機関に提出してください。
ださい。

イ 代表機関等 イ 代表機関
・ 代表機関等の事務担当者は、チェックリスト（代表機関分）（様式Ⅲ－３－①）により、各 ・ 代表機関の事務担当者は、チェックリスト（代表機関分）（様式Ⅲ－３－①）により、各構成
構成員から提出された書類を検査してください。（疑義等が生じた場合は、当該内容を確認し、 員から提出された書類を検査してください。（疑義等が生じた場合は、当該内容を確認し、必要
必要に応じて修正を依頼してください。） に応じて修正を依頼してください。）

・ 代表機関等は、コンソーシアム全体としての実績報告書を作成し、チェックリスト及び各構 ・ 代表機関は、コンソーシアム全体としての実績報告書を作成し、チェックリスト及び各構成
成員分の実績報告書等を添付し、所属機関内で決裁を行ってください。（事務担当者以外によ 員分の実績報告書等を添付し、所属機関内で決裁を行ってください。（事務担当者以外による確
る確認） 認）

・ 決裁された書類一式を生研支援センターに提出してください。 ・ 決裁された書類一式を生研支援センターに提出してください。
② 実績報告書の提出期限について ② 実績報告書の提出期限について

実績報告書は、毎年度３月３１日までに提出してください。ただし、委託期間が終了する年度に 実績報告書は、毎年度３月３１日までに提出してください。ただし、委託期間が終了する年度に
ついては、終了日までに提出してください。当該年度の委託契約額を概算払で受けている場合では、 ついては、終了日までに提出してください。当該年度の委託契約額を概算払で受けている場合では、
当該事業年度の終了日又は委託期間の終了日までに委託業務完了届（様式Ⅲ－２６）を生研支援セ 当該事業年度の終了日又は委託期間の終了日までに委託業務完了届（様式Ⅲ－２６）を生研支援セ
ンターに提出した場合は、上記実績報告書の提出期限を６１日後とすることができます。 ンターに提出した場合は、上記実績報告書の提出期限を６１日後とすることができます。
この場合、毎事業年度末において委託契約額の１％を超える執行未済額が見込まれる場合は、３ この場合、毎事業年度末において委託契約額の１％を超える執行未済額が見込まれる場合は、３

月１０日又は委託期間の終了日の２１日前までに返還連絡書（様式Ⅲ－２７）を生研支援センター 月１０日又は委託期間の終了日の２１日までに返還連絡書（様式Ⅲ－２７）を生研支援センターに
に提出し、毎事業年度末（３月末）又は委託期間の終了日までにその額を生研支援センターに返納 提出し、毎事業年度末（３月末）又は委託期間の終了日までにその額を生研支援センターに返納し
していただく必要があります。なお、精算払はできませんので、既に概算払を受けている額が委託 ていただく必要があります。なお、精算払はできませんので、既に概算払を受けている額が委託経
経費の額の上限となります。また執行未済額が１％未満であっても返還する場合には同様に返還連 費の額の上限となります。 （取扱いを補足）
絡書を提出してください。

③ 年度終了時における実績報告書の提出方法（延長せずに３月３１日に提出する方法（主に精算払）） ③ 年度終了時における実績報告書の提出方法（延長せずに３月３１日に提出する方法（主に精算払））
②によらず提出期限を６１日後に延長しない場合、実績報告書の提出はメールと郵送による２段 ②によらず提出期限を６１日後に延長しない場合、実績報告書の提出はメールと郵送による２段

階で提出をお願いします。 階で提出をお願いします。
ア（略） ア（略）
イ 郵送による書類一式の提出 イ 郵送による書類一式の提出

ア）提出期限：別途指示（4月10日前後） ア）提出期限：別途指示（4月10日前後）
イ）提出書類 イ）提出書類

◆コンソーシアム契約の場合 ◆コンソーシアム契約の場合
・実績報告書 （コンソ全体分：代表機関等作成） ・実績報告書 （コンソ全体分：代表機関作成）
・チェックリスト （コンソ全体分：代表機関等作成） ・チェックリスト （コンソ全体分：代表機関作成）
・研究項目別の分担 （コンソ全体分：代表機関等作成） ・研究項目別の分担 （コンソ全体分：代表機関作成）
・実績報告書 （各機関分：代表機関等・各構成員作成） ・実績報告書 （各機関分：代表機関・各構成員作成）
・チェックリスト （各機関分：代表機関等・各構成員作成） ・チェックリスト （各機関分：代表機関・各構成員作成）
・帳簿（写）＊ （各機関分：代表機関等・各構成員作成） ・帳簿（写）＊ （各機関分：代表機関・各構成員作成）
・作業（業務）日誌（写） （各機関分：代表機関等等・各構成員作成） ・作業（業務）日誌（写） （各機関分：代表機関・各構成員作成）
・出張復命書又は出張伺い（写）（各機関分：代表機関等・各構成員作成） ・出張復命書又は出張伺い（写）（各機関分：代表機関・各構成員作成）

◆単独機関契約の場合 ◆単独機関契約の場合
・実績報告書 ・実績報告書
・チェックリスト ・チェックリスト
・研究項目別の分担 ・研究項目別の分担
・帳簿（写）＊ ・帳簿（写）＊
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・作業（業務）日誌（写） ・作業（業務）日誌（写）
・出張復命書又は出張伺い（写） ・出張復命書又は出張伺い（写）

＊ 帳簿は、１点ごとに、品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年月日、 ＊ 帳簿は、１点ごとに記載されていない部分があれば、内訳の分かるもの（納品
納品年月日、支払年月日を記載することを原則としますが、１行１伝票での記 書等）を添付してください。１点ごとに、品名、規格、数量、金額、契約相手方、
載でも構いません。これらの内訳が分かる書類（個々の見積書、請求書、旅費 契約年月日、納品年月日、支払年月日が記載されていれば、個々の見積書、請求
計算書等）は各構成員にて保管してください。 書、旅費計算書等の提出は不要です。

ウ）提出方法 ウ）提出方法
次の住所へ郵送等で送付してください。 次の住所へ郵送等で送付してください。

〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町８番地 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町８番地
パレール三井ビルディング16階 パレール三井ビルディング16階

農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター 農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター
管理部研究管理課 新技術開発部研究管理課

可能であれば、郵送品の表面に 実績報告書在中 と記載願います。 可能であれば、郵送品の表面に 実績報告書在中 と記載願います。
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（提出書類の構成） （提出書類の構成）
・以下のすべての書類を、普通の2穴パンチ（奥行1cm程度、間 ・以下のすべての書類を、普通の2穴パンチ（奥行1cm程度、間
隔8cm）で穴を開けて、A4版縦でフラットファイル等に綴じ 隔8cm）で穴を開けて、A4版縦でフラットファイル等に綴じ
てください。 てください。

・ファイルにタイトル等は書かなくても結構です。 ・ファイルにタイトル等は書かなくても結構です。
・構成員別及び書類別（帳簿、作業（業務）日誌、出張復命書） ・構成員別及び書類別（帳簿、作業（業務）日誌、出張復命書）
に整理して、仕切紙を入れてください。 に整理して、仕切紙を入れてください。

①コンソ全体分：代表機関等作成 ①コンソ全体分：代表機関作成
□実績報告書（各機関の合計） □実績報告書（各機関の合計）
□チェックリスト □チェックリスト
□研究項目別の分担 □研究項目別の分担

②コンソ代表機関分：代表機関等作成 ②コンソ代表機関分：代表機関作成
■仕切紙 ■仕切紙
□実績報告書の金額部分のみ※ □実績報告書の金額部分のみ *
□チェックリスト □チェックリスト
■仕切紙 ■仕切紙
□帳簿（写） □帳簿（写）

■仕切紙 ■仕切紙
□作業（業務）日誌（写） □作業（業務）日誌（写）
■仕切紙 ■仕切紙
□出張復命書又は出張伺い（写） □出張復命書又は出張伺い（写）
■仕切紙 ■仕切紙
□研究機器一時使用報告書（様式Ⅲ－23） □研究機器一時使用報告書（様式Ⅲ－23）
□リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24） □リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24）

③構成員分：構成員作成 ③構成員分：構成員作成
■仕切紙 ■仕切紙
□実績報告書（写しでも可） □実績報告書（写しでも可）
□チェックリスト □チェックリスト
■仕切紙 ■仕切紙
□帳簿（写） □帳簿（写）
■仕切紙 ■仕切紙
□作業（業務）日誌（写） □作業（業務）日誌（写）
■仕切紙 ■仕切紙
□出張復命書又は出張伺い（写） □出張復命書又は出張伺い（写）
■仕切紙 ■仕切紙
□研究機器一時使用報告書（様式Ⅲ－23） □研究機器一時使用報告書（様式Ⅲ－23）
□リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24） □リース物品の利用状況報告書（様式Ⅲ－24）

以下、③と同様に構成員分が続く
以下、③と同様に構成員分が続く

* 代表機関が作成を要する実績報告書は本来、全体版だけですが、代表機関だけの金額内訳
※ 代表機関等が作成を要する実績報告書は本来、全体版だけですが、代表機関等だけの金額内訳 について、実績報告書の金額の様式を使って作成してください。公印は不要です。
について、実績報告書の金額の様式を使って作成してください。公印は不要です。

（２）（略） （２）（略）

９～１２ ９～１２
（略） （略）
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Ⅲ 研究成果に係る知的財産権の取扱い Ⅲ 研究成果に係る知的財産権の取扱い

１．用語の定義 １．用語の定義
本要領において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとします。 本要領において、次に掲げる用語は、次の定義によるものとします。
① 「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、育成者権、回路配置利用権、著作権 ① 「特許権等」とは、特許権、実用新案権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、著作権及び不正
及び不正競争防止法に係るノウハウ等の営業秘密を使用する権利をいいます。また、特許権等を受 競争防止法に係るノウハウ等の営業秘密を使用する権利をいいます。また、特許権等を受ける権利
ける権利を含みます。 を含みます。

② 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権をいいます。また、産業財産権を ② 「産業財産権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権をいいます。また、産業財産権を受ける権
受ける権利を含みます。 利を含みます。

③ 「ノウハウ」とは、技術上又は営業上の情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるもの ① 「ノウハウ」とは技術情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものをいいます。
をいいます。

④ 「通常実施権」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに ④ 「通常実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした通常実施権、並びに育成者権
育成者権及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいいます。 及び回路配置利用権を対象とした通常利用権をいいます。

⑤ 「専用実施権」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに ⑤ 「専用実施権」とは、特許権、実用新案権及び意匠権を対象とした専用実施権、並びに育成者権
育成者権及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいいます。 及び回路配置利用権を対象とした専用利用権をいいます。

⑥ 「バックグラウンド知財」とは、委託先が本委託研究開始前から保有していた特許権等及び本委 ⑥ 「バックグラウンド知財」とは、委託先が本委託研究開始前から保有していた特許権等及び本委
託研究によらずに取得した特許権等をいいます。 託研究によらずに取得した特許権等をいいます。

⑦ 「フォアグラウンド知財」とは、本委託研究によって発生した特許権等をいいます。 ⑦ 「フォアグラウンド知財」とは、本委託研究によって発生した特許権等をいいます。
⑧ その他、本要領で使用する用語の定義は、特許法（昭和34年4月13日法律第121号）、知的財産基 ⑧ その他、本要領で使用する用語の定義は、特許法（昭和34年4月13日法律第121号）、知的財産基
本法（平成14年124日法律第122号）及びその他の関連法令の定めによるものとします。 本法（平成14年124日法律第122号）及びその他の関連法令の定めによるものとします。

（「商標権」の追加等）
１～７（略） １～７（略）

８．成果の確認 ８．著作権等の保証 （取扱いを見直し）
（１）構成員は、委託研究によって得た研究成果報告書へ記載した成果について、特許公報その他技術情 （１）構成員は、委託研究によって得た研究成果報告書へ記載した成果について、第三者の権利（著作権、

報を調査して、第三者の特許権等を侵害していない事を事前に確認しなければなリません。これらに 肖像権等を意味し、産業財産権を除く。）を侵害していない事を保証しなければなリません。
係る調査の方法、条件、範囲及び得られた結果等は、当該成果が有効な期間保存するよう務めてくだ （２）研究成果報告書に記載した成果について、第三者から特許権等その他の権利の侵害等の主張があっ
さい。 たときは、当該構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処することになります。また、損

（２）研究成果報告書の記載内容について、第三者から特許権等その他の権利の侵害等の主張があったと 害賠償等の義務が生じたときは、当該構成員がその全責任を負うことになります。
きは、当該構成員は自己の費用負担及び責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が （３）構成員は、研究成果報告書に記載した成果に関連した事業を行う場合は、第三者の産業財産権の侵
生じたときは、当該構成員がその全責任を負うことになります。 害とならないよう十分な調査を行う必要があります。

成果が第三者の産業財産権を侵害していないことを確認する調査については、最低でも以下の２つ
については実施してください。
① 特許公報
② その他の技術情報

９．特許権等の帰属 ９．特許権等の帰属
（１）構成員が委託研究を実施することで発明等を行い、以下の①から④の遵守を約するための「確認書 （１）構成員が委託研究を実施することで発明等を行い、以下の①から④の遵守を約するための「確認書

（様式Ⅳ－１）」を代表機関等が生研支援センターへあらかじめ提出した場合、生研支援センターは （様式Ⅳ－１）」を代表機関が生研支援センターへあらかじめ提出した場合、生研支援センターは日本
日本版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１７条）等に基づき、構成員から当該特許権等を譲り 版バイ・ドール制度（産業技術力強化法第１９条）等に基づき、構成員から当該特許権等を譲り受け
受けないこととしています。 ないこととしています。
（略） （略）

（２）（略） （２）（略）
（３）構成員は、（１）の規定により生研支援センターが構成員に当該特許権等の帰属を認めた後、当該 （３）構成員は、（１）の規定により生研支援センターが構成員に当該特許権等の帰属を認めた後、当該発

発明に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を 明に係る出願等を行う場合は、出願等に係る書類に国等の委託研究の成果に係る出願等である旨を表
表示してください。この表示を怠ったことが判明し、かつ、生研支援センターの指導に従わないとき 示してください。この表示を怠ったことが判明し、かつ、生研支援センターの指導に従わないときは、
は、（１）の規定にかかわらず、当該特許権等を無償で生研支援センターへ譲り渡していただきます。 （１）の規定にかかわらず、当該特許権等を無償で生研支援センターへ譲り渡していただきます。
この場合、以下の記載例のように出願に係る書類に本事業による成果に係る出願である旨を表示し この場合、以下の記載例のように出願に係る書類に本事業による成果に係る出願である旨を表示し

てください。 てください。
（記載例） （記載例）
「国等の委託研究の成果に係る特許出願（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物 「国等の委託研究の成果に係る特許出願（国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構生物
系特定産業技術研究支援センター「○○○○○○事業（うち△△△△プロジェクト）」、産業技術力 系特定産業技術研究支援センター「○○○○○○事業（うち△△△△プロジェクト）」、産業技術力
強化法第１７条の適用を受けるもの）」 強化法第１９条の適用を受けるもの）」

（４）構成員は、成果報告書及びその他これに類する生研支援センターへ提出された著作物に係わる著作 （４）構成員は、成果報告書及びその他これに類する生研支援センターへ提出された著作物に係わる著作
権について、生研支援センターが成果の普及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利に 権について、生研支援センターが成果の普及等に利用し、又は当該目的で第三者に利用させる権利に
ついては、生研支援センターに許諾していただきます（著作権法第２１条から第２８条までの権利を ついては、生研支援センターに許諾していただきます。当該利用については、著作者人格権を行使し
対象とします）。当該利用については、著作者人格権を行使しないものとします。また、構成員は、 ないものとします。また、構成員は、著作者が構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者
著作者が構成員以外のものであるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置 人格権を行使しないように必要な措置をとってください。 （具体的な対象を追記）
をとってください。
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（５）（略） （５）（略）

１０（略） １０（略）

１１．第三者との共同出願 １１．第三者との共同出願
（１）（略） （１）（略）
（２）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）の場合 （２）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）の場合

（略） （略）
①～⑥（略） ①～⑥（略）
⑦ 第三者との共同出願について、コンソーシアム内において事前同意していること。 ⑦ 第三者との共同出願について、コンソーシアム内において事前同意していること。
（削除） ※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）以外の事業につい

ては、本規定を平成３１年４月１日から適用する。（適用の中止）

１２～１８（略） １１～１８（略）

Ⅳ 問い合わせ先及びウェブサイトについて Ⅳ 問い合わせ先及びウェブサイトについて

本実施要領に係る各様式については、生研支援センターのウェブサイトに掲示しています。 本実施要領に係る各様式については、生研支援センターのウェブサイトに掲示しています。
ＵＲＬ：http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/contents/common̲form/index.html ＵＲＬ：http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/contents/common̲form/index.html

◯本実施要領についての問い合わせ先 ◯本実施要領についての問い合わせ先
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
生物系特定産業技術研究支援センター（生研支援センター） 生物系特定産業技術研究支援センター（生研支援センター）

住 所 〒210-0005 住 所 〒210-0005
神奈川県川崎市川崎区東田町８番地 パレール三井ビルディング16階 神奈川県川崎市川崎区東田町８番地 パレール三井ビルディング16階

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/index.html Ｕ Ｒ Ｌ http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/index.html
受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く。） 受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く。）

担当課 契約事務関係：研究管理課 担当課 契約事務関係：研究管理課
ＴＥＬ：０４４－２７６－８５８３ ＴＥＬ：０４４－２７６－８５８３
ＦＡＸ：０４４－２７６－９１４３ ＦＡＸ：０４４－２７６－９１４３

知的財産権関係：企画課 知的財産権関係：連携･企画課 （組織改編による担当課名の変更）
ＴＥＬ：０４４－２７６－８６１０ ＴＥＬ：０４４－２７６－８６１０
ＦＡＸ：０４４－２７６－９１４３ ＦＡＸ：０４４－２７６－９１４３

※E-mailによるお問い合わせは各事業が指定するアドレスを使用してください。 ※E-mailによるお問い合わせは各事業が指定するアドレスを使用してください。


