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日本学術振興会政策や社会の要請に対応した 

人文・社会科学研究推進事業の取扱い手引 

（平成２４年度） 

 

 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業（以下、「本事業」といいます。）は、

「独立行政法人日本学術振興会政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業実施要

項」（以下、「実施要項」といいます。）、委託契約書に定めるもののほか、本手引に基づき実施し

てください。 

 
 
◎ 文部科学省「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処

理要領」の準用 
 

 本事業は、平成２３年度までは文部科学省科学技術試験研究委託事業として実施しており、

終年度の平成２４年度のみ独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」といいます。）の委託

事業として実施いたします。 

そのため、各受託機関の事務作業の負担等を鑑み、平成２４年度委託契約においては、「独立行

政法人日本学術振興会が行う業務委託の基準」の規定に関わらず、文部科学省が制定した「科学

技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領（平成２３年度科学・技術

重要施策アクション・プラン版）（平成２４年１月改正）」（以下、「事務処理要領」といいます。）

を準用いたします。 

ただし、事業の実施主体が文部科学省から振興会に移管されたことに伴い、以下のとおり読み

替え及び適用除外等をいたします。 

 

 

１．共通事項 

 

① 「文部科学省」、「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局」、「文部科学省科学

技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局」とあるのは「独立行政法人日本学術振興会」

と読み替えるものとします。 

 

② 「支出負担行為担当官」、「歳入徴収官又は官署支出官」、「文部科学省○○○○○長」「支出

負担行為担当官文部科学省○○○○○長」、「官署支出官文部科学省○○○○○長」とあるの

は「独立行政法人日本学術振興会理事長」と読み替えるものとします。 

 

２．事務処理要領本文 

 

① 第２第３項及び第４項、第４、第２１第２項、第２２、第２４乃至第２９、第３３の規定

は適用しないものとします。 
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② 第１８において、「また、振込先に指定する金融機関は、国庫金振込取扱店とする。」とい

う規定は適用しないものとします。 

 

③ 第２１第１項において、「乙は、委託契約書第２２条第１項に基づき、委託費により取得し

た１０万円以上かつ使用可能期間が１年以上の資産等については様式第２２の「資産及び預

り資産管理表」により管理しなければならない。ただし、乙の会計規程等にこれに準ずる様

式があるときは、これによることができる。」とあるのは「乙は、委託契約書第２１条に基づ

き、委託費により取得した設備等については乙の会計規程等により管理しなければならな

い。」と読み替えるものとします。 

 

３．様式関係 

 

① 様式第１ 委託契約書は、別表「委託契約書対照表」のとおりとします。なお、別表の読

み替え後の条数は、事務処理要領の他の規定において適用するものとします。 

 

② 様式第４ 銀行振込（新規・変更）依頼書において、「当方に支給される国庫金      

（委託費、補助金）については」とあるのは「当方に支給される委託費については」、       

「連絡担当局課       局（課）        課（班）」とあるのは「連絡担当部

課       部        課」と読み替えるものとします。また、「※記載された

住所は文部科学省からの支払をお知らせする国庫金振込通知書の宛先となります」という記

載は適用しないものとします。 

 

③ 様式第５ 変更委託契約書において、甲の住所「東京都千代田区霞が関三丁目２番２号」

とあるのは「東京都千代田区麹町５－３－１」と読み替えるものとします。 

 

④ 様式第６ 帳簿の様式において、「科学技術・学術政策局が委託局の「科学技術総合研究委

託」、研究振興局が委託局の「産学官連携支援委託事業委託」、「科学技術人材養成等委託」及

び「科学技術試験研究委託」研究開発局が委託局の「原子力システム研究開発委託」」とある

のは「本事業」と読み替えるものとします。 
 
⑤ 様式第２２乃至様式２９（別表、別紙又は別添を含む。）、様式４５は適用しないものとし

ます。 

 

４．その他 

 

○ 文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令は、要領第２４の規定の適

用除外に伴い、適用しないものとします。 

 



別表 
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委託契約書対照表 
読み替え前 読み替え後 

 支出負担行為担当官文部科学省○○○○長 ○○

○○（以下「甲」という。）と○○○○（例：株式会社

○○○○代表取締役 ○○ ○○など）（以下「乙」と

いう。）は、平成○年度○○○○委託（例：科学技術総

合研究委託、エネルギー対策特別会計委託など）事業に

ついて、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（契約の目的） 

第１条  （略） 

 

（委託業務の実施） 

第２条  （略） 

 

（委託費の額） 

第３条  甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円

の範囲内において委託費を負担するものとす

る。 

 

（契約保証金） 

第４条  甲は、乙に対し、会計法（昭和２２年法律第

３５号）第２９条の９第１項に規定する契約保

証金の納付を予算決算及び会計令（昭和２２年

勅令第１６５号）第１００条の３第３号の規定

により免除するものとする。 

 

（法令等の遵守） 

第５条  （略） 

 

（第三者損害賠償） 

第６条  （略） 

 

（再委託） 

第７条  乙は、あらかじめ業務計画書に記載されてい

る場合を除き、委託業務を第三者に委託（以

下「再委託」という。）してはならない。ただ

し、委託業務の一部であって、甲に申請し、

承認を受けたときは、この限りではない。 

２  乙は、再委託をするときは、別紙「委託業

務の再委託に関する特約条項」に従わなけれ

ばならない。 

３  乙は、再委託に伴う当該第三者（以下「再

委託先」という。）の行為について、甲に対し、

全ての責任を負わなければならない。 

４  乙は、乙及び再委託先毎に区分して経理し、

それぞれの間で経費の流用を行ってはならな

い。 

 

（債権債務の譲渡の禁止） 

第８条  （略） 

 

（帳簿の記載等） 

第９条  乙は、委託業務の経理状況を明らかにするた

め、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項

目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、

その支出を証する書類を整理し、委託業務が完

 独立行政法人日本学術振興会理事長 ○○ ○○（以

下「甲」という。）と○○○○（例：株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○など）（以下「乙」という。）

は、次のとおり委託契約を締結する。 

 

 

 

（契約の目的） 

第１条  （略） 

 

（委託業務の実施） 

第２条  （略） 

 

（委託費の額） 

第３条  甲は、乙に対し、金○○○,○○○,○○○円

（消費税及び地方消費税を含む。）の範囲内に

おいて委託費を負担するものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（法令等の遵守） 

第４条  （略） 

 

（第三者損害賠償） 

第５条  （略） 

 

（再委託） 

第６条  乙は、委託業務を第三者に委託（以下「再委

託」という。）してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（債権債務の譲渡の禁止） 

第７条  （略） 

 

（帳簿の記載等） 

第８条  乙は、委託業務の経理状況を明らかにするた

め、業務計画書毎の帳簿を備え、支出額を大項

目毎、中項目毎に区分して記載するとともに、

その支出を証する書類を整理し、委託業務が完



 4

了又は第１０条第２項に規定する委託業務の

廃止の承認を受けた日の属する甲の会計年度

である４月１日から翌年３月３１日までの１

年間（以下「会計年度」という。）の翌日から

５年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指

定する期日までに提出しなければならない。 

 

（計画の変更等） 

第１０条 （略） 

 

（中間報告） 

第１１条 （略） 

 

（年度末報告） 

第１２条 （略） 

 

（廃止報告） 

第１３条 乙は、第１０条第２項の規定に基づく委託業

務の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止

報告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しな

ければならない。 

 

（完了届の提出） 

第１４条 （略） 

 

（実績報告） 

第１５条 （略） 

 

（調査） 

第１６条 甲は、第１３条の規定に基づく委託業務廃止

報告書又は第１５条の規定に基づく委託業務

実績報告書の提出を受けたときは、必要に応

じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業

務が契約の内容及びこれに付した条件に適合

するものであるかを調査するものとする。 

２  （略） 

３  （略） 

 

（額の確定） 

第１７条 甲は、前条第１項の調査をした結果、第１３

条又は第１５条に規定する報告書の内容が適

正であると認めるときは、委託費の額を確定

し、乙に対して通知するものとする。 

  ２  （略） 

 

（委託費の支払） 

第１８条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４  甲は、適法な精算払請求書を受理してから３

０日以内に委託費を支払うものとし、同期間内

に支払いを完了しない場合は、政府契約の支払

遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２

５６号）及び政府契約の支払遅延に対する遅延

利息の率を定める告示に基づく責を負うもの

とする。 

  ５  乙が、国の機関の場合は、精算払請求書又は

概算払請求書を納入告知書に読み替え、前項は

了又は第９条第２項に規定する委託業務の廃

止の承認を受けた日の属する甲の会計年度で

ある４月１日から翌年３月３１日までの１年

間（以下「会計年度」という。）の翌日から５

年間保管し、甲の要求があるときは、甲の指定

する期日までに提出しなければならない。 

 

（計画の変更等） 

第９条  （略） 

 

（中間報告） 

第１０条 （略） 

 

（年度末報告） 

第１１条 （略） 

 

（廃止報告） 

第１２条 乙は、第９条第２項の規定に基づく委託業務

の廃止の承認を受けたときは、委託業務廃止報

告書を作成し、廃止の日までに甲に提出しなけ

ればならない。 

 

（完了届の提出） 

第１３条 （略） 

 

（実績報告） 

第１４条 （略） 

 

（調査） 

第１５条 甲は、第１２条の規定に基づく委託業務廃止

報告書又は第１４条の規定に基づく委託業務

実績報告書の提出を受けたときは、必要に応

じ、職員又は甲の指定する者を派遣し、委託業

務が契約の内容及びこれに付した条件に適合

するものであるかを調査するものとする。 

２  （略） 

３  （略） 

 

（額の確定） 

第１６条 甲は、前条第１項の調査をした結果、第１２

条又は第１４条に規定する報告書の内容が適

正であると認めるときは、委託費の額を確定

し、乙に対して通知するものとする。 

  ２  （略） 

 

（委託費の支払） 

第１７条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４   甲は、適法な精算払請求書を受理してから

３０日以内に委託費を支払うものとし、同期間

内に支払いを完了しない場合は、年利３．１パ

ーセントの割合により計算した遅延利息を付

加しなければならない。 

 

 

（削除） 
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適用しないものとする。 

 

（過払金の返還） 

第１９条 乙は、前条第２項により支払いを受けた委託

費が第１７条第１項の額を超えるときは、甲の

指示に従い、その超えた額を甲に返還しなけれ

ばならない。 

 

（延滞金） 

第２０条 乙は、前条、第３５条、第３６条及び第３８

条の規定により甲に委託費を返還するにあた

り、甲の定めた期限内に返還しなかったとき

は、期限の翌日から起算して納入をした日まで

の日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和２４年法律第２５６号）及び政

府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定

める告示に基づく責を負うものとする。 

 

（成果報告） 

第２１条 （略） 

 

（資産の管理及び所有権の移転） 

第２２条 乙は、委託業務を実施するため委託費により

取得した設備備品及び甲の指示により資産計

上することとした試作品（以下「資産等」とい

う。）を善良な管理者の注意をもって管理しな

ければならない。 

  ２  乙は、資産等に委託業務により取得したもの

である旨の標示をしなければならない。 

  ３  乙は、所有権を移転する前に資産等を処分し

ようとするときは、取得資産処分承認申請書を

甲に提出し、承認を受けなければならない。 

  ４  乙は、資産等の所有権を委託費の額の確定

後、甲の指示に従い、甲又は甲の指定する者に

移転をしなければならない。なお、甲は、本契

約にかかる額の確定前において、必要があると

認めるときは、乙に対して指示し、資産等の所

有権を甲又は甲の指定する者に移転させるこ

とができる。 

  ５  乙は、所有権を移転した後の資産等の取り扱

いについては、甲の指示に従わなければならな

い。 

 

（汚染資産等の取扱） 

第２３条 （略） 

 

（知的財産権の範囲） 

第２４条 （略） 

 

（知的財産権の帰属） 

第２５条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの

規定も遵守することを書面で甲に届け出たと

きは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙

から譲り受けないものとする。 

（１） 乙は、委託業務の成果にかかる発明等

を行ったときは、遅滞なく、第２６条の

規定に基づいて、その旨を甲に報告しな

ければならない。 

 

 

（過払金の返還） 

第１８条 乙は、前条第２項により支払いを受けた委託

費が第１６条第１項の額を超えるときは、甲の

指示に従い、その超えた額を甲に返還しなけれ

ばならない。 

 

（延滞金） 

第１９条 乙は、前条、第３４条、第３５条及び第３７

条の規定により甲に委託費を返還するにあた

り、甲の定めた期限内に返還しなかったとき

は、期限の翌日から起算して納入をした日まで

の日数に応じ、年利３．１パーセントの割合に

より計算した遅延利息を付加しなければなら

ない。 

 

 

（成果報告） 

第２０条 （略） 

 

（委託費により取得した設備等の帰属及び管理） 

第２１条 乙が、委託業務を実施するため委託費により

取得した設備等の所有権は、乙に帰属するもの

とする。ただし、乙は、当該設備等を善良な管

理者の注意をもって管理しなければならない。

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（汚染資産等の取扱） 

第２２条 （略） 

 

（知的財産権の範囲） 

第２３条 （略） 

 

（知的財産権の帰属） 

第２４条 甲は、契約締結日に乙が次の各号のいずれの

規定も遵守することを書面で甲に届け出たと

きは、委託業務の成果にかかる知的財産権を乙

から譲り受けないものとする。 

（１） 乙は、委託業務の成果にかかる発明等

を行ったときは、遅滞なく、第２５条の

規定に基づいて、その旨を甲に報告しな

ければならない。 
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（２） （略） 

（３） （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

 

（知的財産権の報告） 

第２６条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４  （略） 

  ５  乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を

自ら実施したとき及び第三者にその実施を許

諾したとき（ただし、第２８条第２項に規定す

る場合を除く。）は、産業財産権実施届出書を

遅滞なく甲に提出しなければならない。 

  ６  （略） 

 

（知的財産権の移転） 

第２７条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲

以外の第三者に移転する場合には、第２５条、

第２６条、第２８条、第２９条、第３０条、第

３３条及び本条の規定の適用に支障を与えな

いことを当該第三者に約させなければならな

い。 

  ２  乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転

を行う前に、移転承認申請書（様式第３７）を

甲に提出し、様式第３８による甲の承認を受け

なければならない。ただし、合併又は分割によ

り移転する場合及び第２５条第１項第４号イ

からハまでに定める場合には、この限りではな

い。 

  ３  （略） 

 

（知的財産権の実施許諾） 

第２８条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に

ついて、甲以外の第三者に実施を許諾するとき

は、第２５条、第３０条及び第３３条並びに次

項の規定の適用に支障を与えないよう当該第

三者に約させねばならない。 

  ２  乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に

関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等

を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用

実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を

受けなければならない。ただし、第２５条第１

項第４号イからハに定める場合には、専用実施

権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権

等の設定等の事実を甲に通知することで足り

ることとする。 

 

（知的財産権の放棄） 

第２９条 （略） 

 

（ノウハウの指定） 

第３０条 甲及び乙は、第２４条第１項第３号に規定す

るノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期

間を明示するものとする。 

  ２  （略） 

 

（２） （略） 

（３） （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

 

（知的財産権の報告） 

第２５条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４  （略） 

  ５  乙は、委託業務の成果にかかる産業財産権を

自ら実施したとき及び第三者にその実施を許

諾したとき（ただし、第２７条第２項に規定す

る場合を除く。）は、産業財産権実施届出書を

遅滞なく甲に提出しなければならない。 

  ６  （略） 

 

（知的財産権の移転） 

第２６条 乙は、委託業務の成果に係る知的財産権を甲

以外の第三者に移転する場合には、第２４条、

第２５条、第２７条、第２８条、第２９条、第

３２条及び本条の規定の適用に支障を与えな

いことを当該第三者に約させなければならな

い。 

  ２  乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転

を行う前に、移転承認申請書を甲に提出し、甲

の承認を受けなければならない。ただし、合併

又は分割により移転する場合及び第２４条第

１項第４号イからハまでに定める場合には、こ

の限りではない。 

 

  ３  （略） 

 

（知的財産権の実施許諾） 

第２７条 乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に

ついて、甲以外の第三者に実施を許諾するとき

は、第２４条、第２９条及び第３２条並びに次

項の規定の適用に支障を与えないよう当該第

三者に約させねばならない。 

  ２  乙は、委託業務の成果にかかる知的財産権に

関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等

を行う場合には、当該設定等を行う前に、専用

実施権等設定承認申請書を甲に提出し、承認を

受けなければならない。ただし、第２４条第１

項第４号イからハに定める場合には、専用実施

権等設定通知書を甲に提出し、当該専用実施権

等の設定等の事実を甲に通知することで足り

ることとする。 

 

（知的財産権の放棄） 

第２８条 （略） 

 

（ノウハウの指定） 

第２９条 甲及び乙は、第２３条第１項第３号に規定す

るノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期

間を明示するものとする。 

  ２  （略） 
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（知的財産権の管理） 

第３１条 甲は、第２５条第２項の規定により乙から産

業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が

既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、

審査請求及び権利の成立にかかる登録までに

必要な手続きに要した費用の全部を負担する

ものとする。 

  ２  甲が、第２５条第２項の規定により乙から産

業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙

は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立

にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾

を得て甲の名義により行うものとし、当該手続

きにかかる産業財産権の登録が行われなかっ

たときは、当該手続きに要した費用の全部を乙

の負担とするものとする。 

 

（職務発明規程の整備） 

第３２条 （略） 

 

（成果の利用行為） 

第３３条 甲及び甲が指定する者は、第２５条第１項の

規定にかかわらず、委託業務により納入された

著作物に係る著作権について、無償で実施する

ことができる。 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

 

（知的財産等の実施） 

第３４条 （略） 

 

（委託業務の遂行不可能な場合の措置） 

第３５条 （略） 

  ２  前項の規定により、本契約を解除したとき

は、第１３条、第１６条から第１９条、第２２

条及び第２３条の規定を準用するものとする。

 

（契約不履行） 

第３６条 （略） 

  ２  前項の規定により、本契約を解除したとき

は、第１３条、第１６条から第１９条、第２２

条及び第２３条の規定を準用するものとする。

 

（不正に対する措置） 

第３７条 （略） 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第３８条 （略） 

 

（相手方に対する通知発行の時期） 

第３９条 （略） 

 

（委託費支出明細書の提出等） 

第４０条 乙が、特例民法法人である場合は、公益法人

に対する行政の関与の在り方の改革実施計画

（平成１４年３月２９日閣議決定）に基づき、

額の確定の通知後、速やかに委託費支出明細書

を作成し、乙の事務所に備え付け公開するもの

とし、甲及び乙の主務官庁に提出しなければな

（知的財産権の管理） 

第３０条 甲は、第２４条第２項の規定により乙から産

業財産権を譲り受けたときは、乙に対し、乙が

既に負担した当該産業財産権の出願又は申請、

審査請求及び権利の成立にかかる登録までに

必要な手続きに要した費用の全部を負担する

ものとする。 

  ２  甲が、第２４条第２項の規定により乙から産

業財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙

は、産業財産権の出願又は申請から権利の成立

にかかる登録までに必要な手続きを甲の承諾

を得て甲の名義により行うものとし、当該手続

きにかかる産業財産権の登録が行われなかっ

たときは、当該手続きに要した費用の全部を乙

の負担とするものとする。 

 

（職務発明規程の整備） 

第３１条 （略） 

 

（成果の利用行為） 

第３２条 甲及び甲が指定する者は、第２４条第１項の

規定にかかわらず、委託業務により納入された

著作物に係る著作権について、無償で実施する

ことができる。 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

 

（知的財産等の実施） 

第３３条 （略） 

 

（委託業務の遂行不可能な場合の措置） 

第３４条 （略） 

  ２  前項の規定により、本契約を解除したとき

は、第１２条、第１５条から第１８条、第２１

条及び第２２条の規定を準用するものとする。

 

（契約不履行） 

第３５条 （略） 

  ２  前項の規定により、本契約を解除したとき

は、第１２条、第１５条から第１８条、第２１

条及び第２２条の規定を準用するものとする。

 

（不正に対する措置） 

第３６条 （略） 

 

（談合等の不正行為に係る違約金等） 

第３７条 （略） 

 

（相手方に対する通知発行の時期） 

第３８条 （略） 

 

（削除） 
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らない。 

 

（機密の保持） 

第４１条 （略） 

 

（個人情報の取扱い） 

第４２条 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならな

い。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、

この限りではない。 

（１） 甲から預託を受けた個人情報を第三者

（再委託する場合における再委託先を含

む。）に預託若しくは提供又はその内容を

知らせること。 

（２） （略） 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第４３条 （略） 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第４４条 （略） 

 

（表明確約） 

第４５条 （略） 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４６条 （略） 

 

（損害賠償） 

第４７条 甲は、第４３条、第４４条及び前条第２項の

規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補

償することは要しない。 

  ２  乙は、甲が第４３条、第４４条及び前条第２

項の規定により本契約を解除した場合におい

ては、契約金額の１０パーセントに相当する額

を違約金として甲が指定する期間内に支払わ

なければならない。 

  ３  （略） 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第４８条 （略） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（その他の事項） 

第４９条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４  （略） 

  ５  本契約及び業務にかかる文書等は、行政機関

の保有する情報の公開に関する法律（平成１１

 

 

（機密の保持） 

第３９条 （略） 

 

（個人情報の取扱い） 

第４０条 乙は次の各号に掲げる行為をしてはならな

い。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、

この限りではない。 

（１） 甲から預託を受けた個人情報を第三者

に預託若しくは提供又はその内容を知ら

せること。 

 

（２） （略） 

 

（属性要件に基づく契約解除） 

第４１条 （略） 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第４２条 （略） 

 

（表明確約） 

第４３条 （略） 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４４条 （略） 

 

（損害賠償） 

第４５条 甲は、第４１条、第４２条及び前条第２項の

規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補

償することは要しない。 

  ２  乙は、甲が第４１条、第４２条及び前条第２

項の規定により本契約を解除した場合におい

ては、契約金額の１０パーセントに相当する額

を違約金として甲が指定する期間内に支払わ

なければならない。 

  ３  （略） 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第４６条 （略） 

 

（委託業務の公表） 

第４７条 甲は、委託業務について甲のホームペー

ジで公表するものとし、次に掲げる事項を

公表事項とする。 

   （１） 委託業務名（含、テーマ・課題名）

   （２） 受託機関 

   （３） 委託費の額 

   （４） 契約締結日 

 

（その他の事項） 

第４８条 （略） 

  ２  （略） 

  ３  （略） 

  ４  （略） 

  ５  本契約及び業務にかかる文書等は、独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平
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年法律第４２号）に基づいて処理するものとす

る。 

 

上記の契約の証として委託契約書２通を作成し、双方記

名押印のうえ甲、乙１通を保有するものとする。 

 

 平成○年○月○日 

 

甲 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号 

支出負担行為担当官 

文部科学省○○○○長 

    ○○ ○○  印 

 

乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号 

○○○○○○○○ 

○○○○長  ○○ ○○  印 

成１３年法律第１４０号）に基づいて処理する

ものとする。 

 

上記の契約の証として委託契約書２通を作成し、双方記

名押印のうえ甲、乙１通を保有するものとする。 

 

 平成○年○月○日 

 

甲 東京都千代田区麹町５－３－１ 

独立行政法人日本学術振興会 

理事長  ○○ ○○  印 

 

乙 ○○○○○○○○○○△丁目△番△号 

○○○○○○○○ 

○○○○長  ○○ ○○  印 

 


