
共同研究実施に関する手続きフロー（案） 

【寒地土研提案型 相手機関指定共同研究】 

共同研究相手機関 
寒地土木研究所 

企画室 所 長 上席研究員等 

    

－１－ 

【提案書の送付】 

「共同研究提案書（別記様式２－

１）」 

「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式２－３）」 

「実施計画（別記様式２－４）」 

【提案書（案）を作成・起案】 
「共同研究提案書（別記様式２－

１）」（ただし、指定機関との協議により、

指定機関の申請様式とする場合がある。） 

「年度別計画表（複数年度の場合)

（別記様式２－３）」 

「実施計画（別記様式２－４）」 

【共同研究の申請】 

「共同研究の申請（別記様式１）」 

「共同研究提案書（別記様式２－１）」 

「共同研究費用積算内訳書（参考資料

２）」 

「年度別計画表（複数年度の場合)（別

記様式２－３）」 

「実施計画（別記様式２－４）」 

※補足資料として「参考資料（任意様

式）」を追加してもよい。 

よい。 

【審 査】 
（審査会） 

（採択） 

【決   裁】※ 

【共同研究実施の承諾】 

「承諾書（任意書式）」※ 

【決   裁】※ 

【協定書の送付】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、指定機関との協議により、指定機

関の協定書様式とする場合がある。） 

「実施計画（別記様式２－４）」 

「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式２－３）」 

【協定締結・協定書の受理及
び返送】 

【共同研究実施】 

start 

【協定書の作成・起案】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、指定機関との協議により、指定機

関の協定書様式とする場合がある。） 

「実施計画（別記様式２－４）」 

「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式２－３）」 

【協定締結の通知】 
「通知書（事務連絡）」 

「共同研究協定書(別記様式８) (写

し)」（ただし、指定機関との協議によ

り、指定機関の協定書様式とする場合が

ある。） 

「実施計画（別記様式２－４）(写

し)」 

「年度別計画表（複数年度の場合)

（別記様式２－３）（写し)」 

【書類の受理、審査】 

指定機関 

指定機関 

【事前審査】 

（幹事会） 

※指定機関に承諾書の取り扱いがない場

合は、協定書の締結をもって承諾書の

代わりとする。提案書と協定書の決裁

は一括で行う場合がある。 

（非採択） 

共同研究終了後１年以内に 

【共同研究報告書を作成し、
企画室へ提出】 

goal 
【共同研究報告書 

を受理】 

手続き中止（終了） 



共同研究実施に関する手続きフロー（案） 

【寒地土研提案型 公募共同研究】 

共同研究相手機関 
寒地土木研究所 

企画室 所 長 上席研究員等 

   
 

 

－２－ 

【共同研究者の公募】 

【共同研究の申請】 

「公募共同研究申請書(別記様式３－１) 」 

「公募共同研究計画書（別記様式３－２）」 

「共同研究費用積算内訳書」（参考資料３）｣ 

※補足資料として「参考資料（任意様式）」

を追加してもよい。 

【審 査】 
（審査会） 

（採択） 

【申請書類の内容確認及び個別
ヒアリングの実施し、審査書類

（案）を作成】 
「審査書類（案）（任意様式）」 

start 

【共同研究審査結果通知書 
の作成・起案】 

「公募共同研究審査結果通知書 

（別記様式３－８）」 

【書類の受理、審査】 

（非採択） 【公募書類の作成】 

「募集要領」 

【共同研究の申請】 
「公募共同研究応募申請書 

（別記様式３－５）」 

「公募共同研究応募総括表 

（別記様式３－６）」 

「共同研究費用積算内訳書 

（参考資料３）」 

【審 査】 
（審査会） 

【共同研究審査結果の受理】 

【共同研究協定書関連書類の作
成】 
「年度別計画表（複数年度の場合)  

（別記様式３－４）」 

「実施計画（別記様式３－９）」 

【共同研究協定書の作成・起案】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、応募機関との協議により、応募機関の

協定書様式とする場合がある。） 

「実施計画（別記様式３－９）」 

「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式３－４）」 

【決   裁】 

【決   裁】 

【公募書類の起案】 

「記者発表、ＨＰ掲載文書」 【決   裁】 

【共同研究審査結果通知書 
の送付】 

応募機関 

応募機関 

【事前審査】 

（幹事会） 

【事前審査】 
（幹事会） 

手続き中止（終了） 

【協定書の送付】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、応募機関との協議により、応募機

関の協定書様式とする場合がある。） 

「実施計画（別記様式３－９）」 

「年度別計画表（複数年度の場合)

（別記様式３－４）」 

【協定締結・協定書の受理及

び返送】 

応募機関 



共同研究実施に関する手続きフロー（案） 

【寒地土研提案型 公募共同研究】 

共同研究相手機関 寒地土木研究所 

企画室 所 長 上席研究員等 

   
 

 

－３－ 

【共同研究実施】 

共同研究終了後１年以内に 

【共同研究報告書を作成し、
企画室へ提出】 

】 

【共同研究報告書 

を受理】 

goal 

【協定締結の通知】 

「通知書（事務連絡）」 

「共同研究協定書(別記様式８) (写

し)」（ただし、応募機関との協議によ

り、応募機関の協定書様式とする場合が

ある。） 

「実施計画（別記様式３－９）(写

し)」 

「年度別計画表（複数年度の場合)

（別記様式３－４）（写し)」 



共同研究実施に関する手続きフロー（案） 

【寒地土研提案型 相手機関指定・公募共同研究】 

共同研究相手機関 
寒地土木研究所 

企画室 所 長 上席研究員等 

    

－４－ 

【共同研究者の公募】 

【共同研究の申請】 

「相手機関指定・公募共同研究申請書（別

記様式４－１）」 

「相手機関指定・公募共同研究計画書（別

記様式４－２）」 

「共同研究費用積算内訳書（参考資料４）」 

※補足資料として「参考資料（任意様式）」

を追加してもよい。 

【審 査】 
（審査会） 

（採択） 

【申請書類の内容確認及び個別
ヒアリングを実施し、審査書類

（案）を作成】 

「審査書類（案）（任意様式）」 

 

【共同研究審査結果通知書 
の作成・起案】 

「相手機関指定・公募共同研究審査

結果通知書（別記様式４－１０）」 

【書類の受理、審査】 

（非採択） 

【公募書類の作成】 

「募集要領」 

【共同研究の申請】 
「相手機関指定・公募共同研究 

応募申請書（別記様式４－７）」 

「相手機関指定・公募共同研究 

応募総括表（別記様式４－８）」 

「共同研究費用積算内訳書（参考資

料４）」 

 

【審 査】 
（審査会） 

【共同研究審査結果の受理】 

【共同研究実施の承諾】 

「相手機関指定・公募共同研究実

施承諾書（別記様式４－６）」 

「共同研究費用積算内訳書（参考

資料４）」 

【共同研究依頼書の作成・起
案】 
「相手機関指定・公募共同研究依

頼書（別記様式４－５）」 

「相手機関指定・公募共同研究計

画書（別記様式４－２）」 

【決   裁】 

【公募書類の起案】 

「記者発表、ＨＰ掲載文書」 

【決   裁】 

指定機関 

【承諾書を受理】 

【決   裁】 

【共同研究審査結果通知書 

の送付】 

応募機関 

応募機関 

【事前審査】 
（幹事会） 

【事前審査】 

（幹事会） 

start 

手続き中止（終了） 

【共同研究依頼書の送付】 



共同研究実施に関する手続きフロー（案） 

【寒地土研提案型 相手機関指定・公募共同研究】 

共同研究相手機関 
寒地土木研究所 

企画室 所 長 上席研究員等 

    

－５－ 

【共同研究実施】 

【共同研究協定書関連書類 

の作成】 
「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式４－４）」 

「実施計画（別記様式４－１１）」 

【共同研究協定書の作成・起案】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、指定・応募機関との協議により、

指定・応募機関の協定書様式とする場合

がある。） 

「実施計画（別記様式４－１１）」 

「年度別計画表（複数年度の場合) 

（別記様式４－４）」 

【決   裁】 

【共同研究報告書 

を受理】 

共同研究終了後１年以内に 

【共同研究報告書を作成し、
企画室へ提出】 

goal 

【協定書の送付】 
「共同研究協定書(別記様式８)」（た

だし、指定・応募機関との協議により、

指定・応募機関の協定書様式とする場合

がある。） 

「実施計画（別記様式４－１１）」 

「年度別計画表（複数年度の場合)

（別記様式４－４）」 

【協定締結の通知】 
「通知書（事務連絡）」 

「共同研究協定書(別記様式８) 

(写し)」（ただし、指定・応募機関と

の協議により、応募機関の協定書様式

とする場合がある。） 

「実施計画（別記様式４－１１）

(写し)」 

「年度別計画表（別記様式４－４）

（写し) 」 

【協定締結・協定書の受理及
び返送】 

指定・応募機関 


