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科研費執行における

使用ルールについて
（2020年度版）

研究開発センター



ご参照いただく資料

2

１ 法政大学科学研究費助成事業取扱要領 -2020（令和2）年度版-

URL：https://www.hosei.ac.jp/suisin/gakunaisha/shikko_yoryo/

２ 法政大学公的研究費 物品類検収マニュアル -2020（令和2）年度版-

URL：https://www.hosei.ac.jp/suisin/gakunaisha/shikko_yoryo/

３ 科研費プロ画面照会マニュアル
URL：https://www.hosei.ac.jp/kenkyu/kenkyukaihatsu/kakenjisseki/

shikko/

４ 法政大学科研費専用Web購買システムのご案内
URL：https://www.hosei.ac.jp/suisin/gakunaisha/new_koubaisystem/
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１ 主な変更点 （取扱要領p.2）

◆科研費制度上の変更点
新たな種目「学術変革領域研究（A・B）」が創設された。

◆執行ルール上の変更点
（１）一定の条件を満たした場合のチップ（gratuity）の支出可。
領収書に金額が明記されている等。

（２）海外研究者（非居住者）の招聘旅費の基準額を変更。
海外旅費基準に準じて滞在費を増額。

（３）学生等へ役務を依頼する場合の手続き方法の変更。
事前に雇用依頼書の提出および事務局決裁が必要。

（４）託児料の支出基準を追加した。
（５）支払申請様式の微変更。
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科研費取扱要領
p.30
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１ 主な変更点 （取扱要領p.2）

◆科研費制度上の変更点
新たな種目「学術変革領域研究（A・B）」が創設された。

◆執行ルール上の変更点
（１）一定の条件を満たした場合のチップ（gratuity）の支出可。
領収書に金額が明記されている等。

（２）海外研究者（非居住者）の招聘旅費の基準額を変更。
海外旅費基準に準じて滞在費を増額。

（３）学生等へ役務を依頼する場合の手続き方法の変更。
事前に雇用依頼書の提出および事務局決裁が必要。

（４）託児料の支出基準を追加した。
（５）支払申請様式の微変更。
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科研費取扱要領
p.35



9

科研費取扱要領
p.36
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１ 主な変更点 （取扱要領p.2）

◆科研費制度上の変更点
新たな種目「学術変革領域研究（A・B）」が創設された。

◆執行ルール上の変更点
（１）一定の条件を満たした場合のチップ（gratuity）の支出可。
領収書に金額が明記されている等。

（２）海外研究者（非居住者）の招聘旅費の基準額を変更。
海外旅費基準に準じて滞在費を増額。

（３）学生等へ役務を依頼する場合の手続き方法の変更。
事前に雇用依頼書の提出および事務局決裁が必要。

（４）託児料の支出基準を追加した。
（５）支払申請様式の微変更。



支払申請書の取得方法

①大学webページTOP画面
より「MENU」をクリック

②「MENU」画面にて「研究」
をクリック



支払申請書の取得方法

③「研究」ページTOP画面より
「研究開発センター」をクリック

④「研究開発センター」web
ページTOP画面



支払申請書の取得方法

⑤「科学研究費助成事業」
メニュー内「執行」をクリック

⑥「執行に係る様式一覧」をクリック



支払申請書の取得方法
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２ 全般的な使用ルール

（１）補助金種目と基金種目

（２）直接経費と間接経費

（３）支払申請に関する注意事項等
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２ 全般的な使用ルール（取扱要領p.3,6～11）

（１）補助金種目と基金種目について

補助金 基金

補助事業期間

交付内定日から当該年度末まで
※執行のめやす
９月末まで・・・執行率40％以上
１月末まで・・・執行率80％以上

採択された全研究期間満了まで
（複数年間）

繰越
申請承認された場合に可能
※別途「調整金」による「次年度
使用」制度あり

可能（申請不要）

前倒し
「調整金」による申請承認がされ
た場合に可能

可能（申請要）
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科研費取扱要領
p.3
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２ 全般的な使用ルール（取扱要領p.10～11,14）

（２）直接経費と間接経費

日本学術振興会
直接経費

間接経費

（直接経費
×30％）

・物品費
・旅費
・人件費・謝金
・その他 「法政大学における競争的資金の間接経費使

用に関する基本方針」による執行・報告
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科研費取扱要領
p.13
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２ 全般的な使用ルール

（３）支払申請に関する注意事項等

①請求書・領収書の記載事項（取扱要領p.15）

②立替払い、Amazonを利用した場合の証憑書類（取扱要領p.16）

③特殊役務の検収について（取扱要領p.17）

④合算使用の制限（取扱要領p.18）
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科研費取扱要領
p.15
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２ 全般的な使用ルール

（３）支払申請に関する注意事項等

①請求書・領収書の記載事項（取扱要領p.15）

③特殊役務の検収について（取扱要領p.17）

④合算使用の制限（取扱要領p.18）
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科研費取扱要領
p.16
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２ 全般的な使用ルール

（３）支払申請に関する注意事項等

①請求書・領収書の記載事項（取扱要領p.15）

②立替払い、Amazonを利用した場合の証憑書類（取扱要領p.16）

③特殊役務の検収について（取扱要領p.17）

④合算使用の制限（取扱要領p.18）
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科研費取扱要領
p.17
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２ 全般的な使用ルール

（３）支払申請に関する注意事項等

①請求書・領収書の記載事項（取扱要領p.15）

②立替払い、Amazonを利用した場合の証憑書類（取扱要領p.16）

③特殊役務の検収について（取扱要領p.17）

④合算使用の制限（取扱要領p.18）
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科研費取扱要領
p.18
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科研費取扱要領
p.19
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３ 費目毎の使用ルール

（１）物品費

（２）旅費

（３）人件費・謝金

（４）その他
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３ 費目毎の使用ルール（１）物品費（取扱要領p.22～27）

★ポイント
①消耗品と設備備品
②研究者による発注権限

③物品検収について（取扱要領p.25）

⇒ ⇒ ⇒ ⇒0円 10万円 30万円

消耗品費 設備備品費

研究者による
発注が可能

事務局による
決裁が必要

大学への寄贈対象
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科研費取扱要領
p.23
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３ 費目毎の使用ルール

（１）物品費

（２）旅費

（３）人件費・謝金

（４）その他
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３ 費目毎の使用ルール （２）旅費（取扱要領p.28～34）

★ポイント
①国内・国外旅費の基準額
②出張届の事前提出≪海外は14日前≫、
出張報告書の提出≪終了後10日以内≫

③エビデンスの提出（取扱要領p.34)
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科研費取扱要領
p.33
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３ 費目毎の使用ルール

（１）物品費

（２）旅費

（３）人件費・謝金

（４）その他
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３ 費目毎の使用ルール （３）人件費・謝金
（取扱要領p.35～39）

★ポイント

①雇用する際の職種（p.35）

②役務提供を依頼する際の注意（p.36）

・事前に「雇用依頼書」を研究開発センターへ提出し、
人事決裁を受ける。
・事前に役務提供者へ業務内容の説明をし、了承頂く。
・マイナンバー制度に関するお知らせを配布する。（p.38)

・1日の労働時間が6時間を超える場合は、必ず1時間休憩。
・学生の役務提供時間は22時まで。
・保険料を含む人件費総額の確定は契約期間終了時または
年度末となる。

③作業報告書に基づく報酬（p.37）
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科研費取扱要領
p.37
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３ 費目毎の使用ルール

（１）物品費

（２）旅費

（３）人件費・謝金

（４）その他



41

３ 費目毎の使用ルール （４）その他
（取扱要領p.40～43）

★ポイント
業務委託における研究者による発注権限

※物品費

⇒ ⇒0円 10万円 50万円

業務委託費

消耗品費 設備備品費

30万円

研究者による
発注が可能

事務局による
決裁が必要
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４ 科研費執行に関わる各種システム

①科研費管理システム（科研費プロ）
URL：
https://rems.hosei.ac.jp/kakenhi/loginExecute.do

②科研費専用web購買システム（Kobuy）

URL: https://rems.hosei.ac.jp/kakenhi/login.do 

※2020年度リプレイス
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４ 科研費執行に関わる各種システム

①科研費管理システム
（科研費プロ）

研究開発センター
HPにリンクあり

※科研費プロ ログイン画面

統合認証
ＩＤ・ＰＷ
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科研費専用Web購買システム（Kobuy）概要

（１）ご利用申請が必要です。
（２）科研費での物品購入のみ
利用可能です。

（３）各社本システム特別割引価格
が適用されています。

法政大学科研費専用
web購買システム

Kobuy

アスクル

アズワン

紀伊國屋書店

ビックカメラ

MonotaRO

Amazon business

研究開発センター
HPにリンクあり
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科研費専用Web購買システム（Kobuy）概要

○発注から支払いまでの流れ

支払申請
の省略

※先生方には、本システムにてご発注頂いたあとは商品をお受け取り頂くのみとなります。
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