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2021（令和3）年度法政大学科学研究費助成事業取扱要領 主な変更点及び注意点 

 

 

１ 変更にあたって 

2021（令和3）年度法政大学科学研究費助成事業の取扱要領について、今年度より以下のとおり変更点が

ありますので、ご留意ください。 

 

２ 主な変更点 

（１） 出張報告書の提出期限について（ｐ34） 

  出張完了後の出張報告書の提出期限を10日以内から14日以内に変更した。 

（２） 臨時職員（学生雇用）の名称変更について（ｐ36） 

  「臨時研究補助員の就業に関する規則（規定第1345号）」が制定され、「臨時職員（学生雇用）」の名称が

「臨時研究補助員」となった（2021年4月1日から施行）。 

（３） 年次有給休暇（年休）の付与について（ｐ37） 

  規則に準じて、被雇用者（年休の付与対象者）に年休の付与が必要となる。 

（４） 臨時研究補助員の時給変更について（ｐ41） 

  規則に準じて、臨時研究補助員の時給を1,130円から1,200円に増額した。 

 

 

 

以上 



 

 －3－ 科学研究費助成事業全般 

◆科学研究費助成事業全般◆ 

 科学研究費助成事業は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用まであらゆ

る「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的研究資金」

です。ピア・レビュー（専門分野の近い複数の研究者による審査）により、豊かな社会発展の基盤となる、

独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものです。 
 補助事業の遂行に当たっては、本取扱要領をはじめ、以下の関係法令等と学内ルールを遵守し、補助金の

交付目的に従って、公正かつ効率的に使用するよう努めることが求められています。 
・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 
・「科学研究費補助金取扱規程」「学術研究助成基金の運用基本方針」（文部科学省－以下 ｢文科省｣ －） 
・「独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（学術研究助成基金助成金）取扱

要領｣（日本学術振興会－以下 ｢学振｣ －） 
・科研費ハンドブック（研究者用）（文科省・学振） 
・科研費ハンドブック（研究機関用）（文科省・学振） 
・「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和 3 年 2 月 1 日改正)(文科省) 
・「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日）（文科省） 
・「法政大学における公的研究補助金等の不正使用防止に関する基本方針」（規定第 1189 号） 
・「法政大学における公的研究補助金等の使用に関する行動規範」（規定第 1190 号） 
・「法政大学における公的研究費等の不正防止計画（第三次）」 
・「公的研究補助金等の適正な運営・管理のためのコンプライアンス研修及び誓約書に関する規程」（規定第

1191 号） 
・「法政大学公的研究補助金等に関する不正防止ガイドライン」（規定第 917 号） 
・「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」（規定第 1193 号） 
・「臨時研究補助員の就業に関する規則」（規定第1345号） 
 
科学研究費助成

事業の種類 
 科学研究費助成事業には、科学研究費補助金（以下、「科研費（補助金分）」とする）と、

学術研究助成基金助成金（以下、「科研費（基金分）」とする）があります。本学では、こ

れらを総称し、以下、「科研費」とします。 

 科研費（補助金分）と科研費（基金分）では、経費使用に関するルールに相違点があり

ますので、関連法令等や本要領にてご確認ください。相違点についてはｐ6 より左右見開

きにて説明いたします。 

 

【科研費（補助金分）に該当する研究種目】 

新学術領域研究 

学術変革領域研究Ａ・Ｂ 

基盤研究Ｓ・Ａ 

基盤研究Ｂ（一般）（海外学術調査）（採択年度が 2015（平成 27）年度以降） 
挑戦的研究（開拓） 
特別研究員奨励費 
研究成果公開促進費 
【科研費（基金分）に該当する研究種目】 

基盤研究Ｂ（特設分野研究） 
基盤研究Ｃ 
挑戦的萌芽研究 
挑戦的研究（萌芽） 
若手研究Ｂ（採択年度が 2011（平成 23）年度以降） 
若手研究 
国際共同研究加速基金 
研究活動スタート支援（交付内定が 2019（平成 31）年度以降） 
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不正防止 
ガイドライン 

 2007 年 4 月 1 日より、「法政大学公的研究補助金等に関する不正防止ガイドライン」（規

定第 917 号）が施行されました（2015 年 4 月 1 日及び 2016 年 4 月 1 日一部改正施行）

（ｐ46）。科研費を含む公的研究補助金等の適切な処理を行い、不正を防止するために必要

な事項について以下の内容が定められています。 
・総則 
・組織体制 
・適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 
・コンプライアンス研修 
・相談窓口及び通報窓口等 
・不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定･実施 
・研究費の適正な運営・管理活動 
・内部監査及びモニタリング 
 また、このガイドラインと同時に「公的研究補助金等に係る不正に関する通報制度運用

規程」（規定第 920 号）も制定されています（ｐ48）。 

 
内部監査に 

ついて 
 適正な科研費使用の確保のため、毎年内部監査を行うことが義務付けられています。 
 内部監査には次の２種類があり、2011 年度から公認会計士が補助者として加わっていま

す。 
通常監査（６月中旬～７月上旬に実施） 
 内部監査を実施する当該年度の前年度補助事業（（代表・分担を問わない）の概ね 10％
以上が望ましい）を対象とし、補助金の適正な使用につき、書類上からの整合性審査を行

います。 
特別監査（７月下旬～８月上旬に実施） 
 通常監査の一部（概ね 10％以上が望ましい）を対象とし、書類上の審査のみでなく、実

際の補助金使用状況につき事実関係調査を行います。 
対象となった研究者立会いの下、科研費で購入した物品の現物検査やヒアリング等を行

います。対象となった研究者の方へは研究開発センターよりご連絡いたします。 
内部監査結果の通知については、対象となった研究者の方全員にメールで 1～2 月頃お

知らせする予定です。 
 
コンプライアン

ス研修受講につ

いて 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 26 年 2
月 18 日改正）により、機関は科研費の運営・管理に関わる全ての構成員に対しコンプライ

アンス研修を実施、受講者の受講状況及び理解度を把握し、意識の浸透を図るため誓約書

を提出いただくことが義務付けられています。 
さらに，令和 3 年 2 月 1 日改正により，研究費不正（謝金・給与や旅費等に係る不正事

案は増加傾向にある）が発生している要因を踏まえ，①ガバナンスの強化，②意識改革，

③不正防止システムの強化が求められています。 
受講対象者 
2021 年度科研費を研究代表者・研究分担者として執行している方（研究費の配分を受け

ている方）及び 2021 年度中に 2022 年度科研費に研究代表者・研究分担者として応募する

以下の方 
（１）専任教員（教授、准教授、専任講師、助教、専任助手、教務助手（特任、任期付、

客員を含む））。 
（２）その他研究者・学生含む（専任教員以外の教員及び研究員、科研費を原資に本学

と雇用関係を結ぶ研究補助員（ＰＤ、ＲＡ、研究支援者、事業補助者）や臨時職

員（日雇い）、臨時研究補助員）。 

 
コンプライアンス研修は年２回実施を予定しております。開催等の詳細は別途通知いた
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しますので、必ず毎年 1 回（2 回実施のうちいずれか）を受講し、「アンケート・誓約書」

の提出をお願いいたします。 
※授業や国内・在外研究（研修）中等、やむを得ない事由で 2 回とも欠席される場合は、

代替研修として、研修会の動画を視聴し、「アンケート・誓約書」の提出をしていただ

きます。動画の配信、受講方法については e メールでご案内します。 

 
 
研究倫理教育受

講について 
「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成 26 年 8 月 26 日

文部科学大臣決定）制定により、機関は所属の研究者を対象に研究倫理教育を実施するこ

とが義務付けられ、本学では研究倫理教育 e ラーニングプログラム（eAPRIN）を導入し

ております。 
 研究代表者、研究分担者は研究倫理教育を受講済みであることが交付条件となっており 
ますので、必ず受講をお願いいたします。受講方法については別途 6 月頃ご案内します。 
 なお、転入等で本学に今年度より在籍される専任教員の方は、原則、本学が導入してい

る研究倫理教育 e ラーニングプログラム（eAPRIN）を改めて受講いただきます。確認の

ため前任校で受講済の修了証をご提示願います。 
2021 年 4 月 1 日に一部の単元名が一括変更となりますが、2020 年度受講済の方におい

ては再受講は不要です。 
受講対象者 
（１）本学専任教員全員 
（２）本学から科研費に申請する兼任講師等（研究代表者、研究分担者）研究所客員研

究員。 
（３）科研費を原資に本学と雇用関係を結ぶ研究補助員（ＰＤ、ＲＡ、研究支援者、研

究補助者、事業補助者）や臨時職員（日雇い）、臨時研究補助員。 
 
【研究倫理教育】（2020～2024 年度） 
◆ e ラーニングプログラム（eAPRIN） URL：https://edu.aprin.or.jp/ 
① 2020 JST コース（1）（生命医科学系） 7 単元 
② 2020 JST コース（2）（理工系） 7 単元 
③ 2020 JST コース（3）（人文系） 5 単元 
上記 3 コースの中からご自身の研究分野に合ったコースを選択し,1 コース以上受講して

ください。 
（注意）2019 年度までに e ラーニングプログラム eAPRIN（旧 CITI－Japan）を受講

済みの方も,全員 2020～2024 年度（5 年度）に 1 回の受講が必要です。2020 年度未受講の

方は 2021 年 8 月末までに受講を修了してください。 
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科研費の管理  研究代表者及び研究分担者は、本学総長に科研費の管理を委任するとともにこの取扱要

領に定める事項を遵守しなければなりません。経費管理の事務は研究開発センターが担当

します。科研費は研究開発センター室長名義の銀行口座で管理し、発生した預金利息は、

本学に譲渡するものとします。なお、他大学の分担金についても、同様の管理といたしま

す。 
 
研究費支出 

可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度末執行 

 

 

 研究期間は研究課題ごとに異なりますが、研究費使用可能期間は次のとおりです。 

新規の研究課題 
（代表者・分担者） 

内定通知日から翌年の３月３１日まで。 

継続の研究課題 
（代表者・分担者） 

４月１日から翌年の３月３１日まで。 

交付申請時に追加

された研究分担者 

交付決定日から翌年の３月３１日まで。 
※期中に分担者追加された場合は、日本学術振興会承認日から使

用可能期間開始となる。 

ただし、内定通知日以降、本学から研究費の支出が可能となるまでには準備期間を要し

ます。準備期間中に研究費を使用する必要がある場合は、恐れ入りますが立替払いにてご

対応のほどお願いいたします。 
また、代表者が他機関所属の場合、当該機関からの配分通知を受領後、本学から研究費

の支出が可能となります。 

 
科研費（補助金分）は、単年度決算です。次年度に継続の研究課題の場合も、原則とし

て年度を超えて支出することはできません。各年度における物品の納品、役務の提供等は、

その年度の３月３１日までに完了していなければなりません。 
〔例〕翌年度以降に使用する物品を、本年度の補助金で購入することは不可。 

 研究者の皆様には、補助金の管理上、３月第１週を目途に執行を完了するようお願いし

ます。 
 計画的に研究を進めていくため、当該年度の本学研究者（代表・分担）配分合計額に対

して、 

９月末までに 40％以上 １月末までには 80％以上 

を目途に執行してください。 
 １月末日までに 80％以上の執行が見込めない場合は、事前にご連絡願います。なお、

終執行については、立替払いにてお願いいたします。 終執行時の不足分は自己負担とな

ります。 
 これらは、文部科学省からの指導に基づく本学のルールです。 
 繰越制度の利用や未使用金の返還については、ｐ8 を参照してください。 

 
３月第２週以降に執行を予定している方は、事前に研究開発センターへ連絡してくださ

い。特に年度末（３月下旬）に納品される場合は、残りの研究期間との関係から、その必

要性（理由）を問われますのでご注意願います。 
 

  

補助金 
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科研費の管理 

 

 科研費（補助金分）に同じ 
 
 
 
 

 
研究費支出 

可能期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終年度の年度

末執行 

内定通知日以降、使用可能です。 

ただし、内定通知日以降、本学から研究費の支出が可能となるまでには準備期間を要し

ます。準備期間中に研究費を使用する必要がある場合は、恐れ入りますが立替払いにてご

対応のほどお願いいたします。 
また、代表者が他機関所属の場合、当該機関からの配分通知を受領後、本学から研究費

の支出が可能となります。 
※科研費（基金分）は、採択初年度に全研究期間の交付内定及び交付決定が通知されます。 

 

年度をまたぐ物品調達が可能です。 

〔例〕実験用大型機械について、初年度の２月に発注・契約、翌年度の６月に製作が完了

し、納品する。 

 

複数年にわたって補助事業期間が設定されているため、その期間内であれば年度を超えて

研究費の使用が可能です。 

（手続き等詳細についてはｐ9「翌年度への研究費の繰越し」「研究費の前倒し使用」をご

覧ください）。 

＜研究費の繰越例＞ 

〔例〕初年度使用予定額 100 万円のうち 30 万円を使って、３月の海外学会へ出席予定で

あった。しかしながら諸事情により開催日程が、翌年度の５月に変更となった。初年度使

用合計額は 70 万円とし、未使用の 30 万円は学会が開催される次年度に使用する。 
＜研究費の前倒し使用例＞ 
〔例〕当初の想定より早く初年度研究（100 万円）が終了し一定の成果が得られたため、

翌年度予定していた対照実験に取り掛かる準備ができた。翌年度使用予定額としていた 80
万円のうち、20 万円を前倒しして使用し、実験用消耗品を購入する。 
 

本学より、立替者又は業者等に支払った日を基準に、支出年度が決まります。 

当該年度の３月に立て替えたもの（領収書の日付が３月）であっても、本学から立替者

への支払が翌年度の４月になる場合は、翌年度の支出として計上されます。 

 

※前年度日付の証憑（請求書、領収書等）については、提出締切を設けます。 

当該年度３月３１日付までの証憑については、必ず翌年度の５月末日までに提出してく

ださい（カード払い等で締切までに証憑の取得が難しい場合はご連絡ください）。 

 

３月第２週以降に執行を予定している方は、事前に研究開発センターへ連絡してくださ

い。特に年度末（３月下旬）に納品される場合は、残りの研究期間との関係から、その必

要性（理由）を問われますのでご注意願います。 
 

  

基 金 
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翌年度への補助

金の繰越し 
 交付決定時に予想し得なかったやむを得ない事由に基づき、研究が予定期間内に完了し

ない見込みとなった場合には、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、補助金

の全部又は一部を翌年度に繰り越し、使用することができます。 

ただし、繰越の承認を受け翌年度に使用する補助金と当該年度の継続の研究課題に交付

される補助金を合わせて使用することはできません。 

なお、繰越制度の利用や未使用金の返還により、その後の審査や交付において研究者の

不利となることはありません。 
 
補助金の次年度

使用 

2013年度より設けられた「調整金」により、研究上の必要に応じて補助金の次年度使用

が可能となりました。 

研究費を次年度へ持ち越して使用する場合、まずは繰越によって対応することが基本で

すが、繰越制度の要件に合致しない場合や繰越申請期限を過ぎた後に繰越事由が発生した

場合において、当該未使用額を次年度使用することで、より研究が進展すると見込まれる

場合には、これを一旦不要として国庫へ返納した上で、次年度の「調整金」から原則とし

て未使用額全額を上限として配分を受けることが可能です。 
ただし、補助事業期間を延長することはできないため、研究期間 終年度の研究費の次

年度使用は認められません。また、未使用額が５万円未満の場合も繰越しできません。 
 
補助金の前倒し

使用 
2013年度より設けられた「調整金」により、研究上の必要に応じて補助金の前倒し使

用が可能となりました。ただし、補助事業期間を短縮することはできませんので、注意し

てください。 
前倒し使用を希望する場合、定められた期間内に「前倒し使用申請書」を学振へ提出す

ることで、当該年度の「調整金」から前倒し使用分の追加配分を受けることが可能です。 

 

第１回目 学振への提出時期： ９月１日まで 補助金送付時期：１０月下旬 

第２回目 学振への提出時期：１２月１日まで 補助金送付時期： １月下旬 

※上記の請求書提出時期は学振への提出時期です。学内締切は、別途ご案内いたします。 

 
交付申請書の記

載内容の変更等

について 

 次の変更等が発生した場合は文科省若しくは学振に対する手続が必要となりますので、

速やかに研究開発センターへご連絡願います。 
・各費目の額について、当該年度直接経費の総額の 50％（この額が 300 万円に満たない場

合は、300 万円）を超えた変更 

 ※事前に「直接経費の使用内訳の変更」の手続きが必要です。 
・計画外の分担金の配分 

・研究代表者に関する変更 
 （所属する研究機関の変更、応募資格の喪失等） 

・研究分担者に関する変更 
 （応募資格の喪失、削除・追加・交替等） 

 ※削除・追加・交替の場合、事前手続きが必要です。 

※分担者が所属する研究機関を変更する場合も研究開発センターへご連絡願います。文

科省や学振に対する手続きは発生しませんが、研究機関同士の手続きが発生します。 

・研究の中断 
 （育児休業等） 

※事前に「研究中断承認申請」を行います。また、未使用の科研費がある場合には返還

する必要があります。 

・補助事業の廃止 

 （研究代表者が応募資格を喪失する場合等） 

補助金 
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翌年度への研究

費の繰越し 
 

 研究計画の変更等に伴い未使用額が生じる場合には、繰越しの手続きや研究費の返納を

行うことなく、次年度に研究費を使用することが可能です。本学より、３月３１日までに

支払われた金額を当該年度支出額とし、残額は翌年度への繰越額として「実施状況報告書」

へ記載し、学振へ報告します。 

 また、次年度に使用する研究費と当該年度に使用予定となっている研究費を合わせて使

用することができます。 

〔例〕予備調査の結果、初年度調査を予定していたＡ地域へ出張しても新たな知見は得に

くいことが判明し、出張を取りやめ、50 万円を次年度に繰越した。次年度になって、別の

調査対象であったＢ地域で、重大な研究資料が発見されたことから滞在日程を延長し、情

報収集にあたった。その結果、初年度に繰越した 50 万円と次年度使用予定であった 30 万

円を合算して旅費を使用した。 

 

 

 
研究費の前倒し

使用 
 

研究上の必要に応じて、研究費の前倒し使用が可能です。ただし、補助事業期間を短縮

することはできませんので、注意してください。 

前倒し使用を希望する場合、定められた期間内に「前倒し支払請求書」を学振へ提出す

ることで、次年度の予算のうち請求分について前倒して助成金を受けることが可能です。 

 

第１回目 学振への請求書提出時期： ９月１日まで 助成金送付時期：１０月下旬 

第２回目 学振への請求書提出時期：１２月１日まで 助成金送付時期： １月下旬 

※上記の請求書提出時期は学振への提出時期です。学内の提出締切は、別途ご案内いたし

ます。 

 

 
交付申請書の記

載内容の変更等

について 

 

 次の変更等が発生した場合は文科省若しくは学振に対する手続が必要となりますので、

速やかに研究開発センターにご連絡願います。 
・各費目の額について、複数年にわたる研究期間全体の直接経費の総額（交付決定額）の

50％（この額が 300 万円に満たない場合は、300 万円）を超えた変更 

 ※事前に「直接経費の使用内訳の変更」の手続きが必要です。 

・計画外の分担金の配分 

・研究代表者に関する変更 

 （所属する研究機関の変更、応募資格の喪失等） 

・研究分担者に関する変更 

 （応募資格の喪失、削除・追加・交替等） 

 ※削除・追加・交替の場合、事前手続きが必要です。 

※分担者が所属する研究機関を変更する場合も研究開発センターにご連絡願います。文

科省や学振に対する手続きは発生しませんが、研究機関同士の手続きが発生します。 

・研究の中断 

 （育児休業等） 
・補助事業の廃止 

（研究代表者が応募資格を喪失する場合、育児休業等を除き研究代表者が１年を超えて

補助事業を継続して実施できない場合等） 

 
 

基 金 
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直接経費と 
間接経費 

 

 科研費には、直接経費と間接経費があります（研究種目によって間接経費が交付されな

いものがあります）。 
 直接経費は、研究者のための補助金です。当該研究計画の遂行に直接必要な経費及び成

果のとりまとめに必要な経費であれば、支出することができます。詳しくはｐ14 以降をお

読みください。 
 間接経費は、科研費を受ける研究者が所属する研究機関のための補助金です。科研費を

効果的・効率的に活用できるようにするための経費で、研究者の研究環境の改善や研究機

関全体の研究機能の向上に資することを目的としています。本学では「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」に従い管理・執行しています。 
 
各種報告書の 
提出 

研究実績報告書、収支決算報告書 
 毎年度、翌年度の５月末日までに提出が必要です（所定様式あり）。 
 実績報告時に未使用の補助金が生じた場合は、学振に返還する必要があります。 
 
研究成果報告書 
 研究の成果について、 終年度の翌年度の所定期日までに研究成果報告書の提出が必要

です（所定様式あり）。 
 研究成果報告書の内容は、国立情報学研究所においてデータベース化し、インターネッ

ト上で公開されます。また、法政大学学術機関リポジトリにも登録されます。 
 なお、学振の指定する期日までに未提出となった場合には、補助事業の執行停止や返還

等の措置が取られることがありますので、ご留意願います。 
 
その他 

 科研費により得た研究成果を発表する場合には、科研費により助成を受けたことを必ず

表示すること、また、論文の Acknowledgement（謝辞）に、科研費により助成を受けた旨

を記載する場合には、次の文言を必ず含めてください。 
【英文】「JSPS KAKENHI Grant Number JP8 桁の課題番号」 
【和文】「JSPS 科研費 JP8 桁の課題番号」 
また、補助事業の成果について、研究期間終了時の実績報告書の提出後に書籍、雑誌等

において発表を行った場合、又は産業財産権を取得した場合には、その都度「研究成果発

表報告書」により日本学術振興会へ報告する必要があります。 
 
 

 
 
 
  

補助金 
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直接経費と 
間接経費 

 科研費（補助金分）に同じ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
各種報告書の 
提出 

研究実施状況報告書、収支状況報告書 
 研究計画 終年度を除き、毎年度、各年度の研究実施状況について翌年度の５月末日ま

でに提出が必要です（所定様式あり）。収支状況に関しては、各年度の３月３１日までに本

学より支出済みのものを対象に報告します。 

 
研究実績報告書、収支決算報告書 

 研究計画 終年度の翌年度の５月末日までに提出が必要です（所定様式あり）。 
 

研究成果報告書 

 科研費（補助金）に同じ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基 金 
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科研費の 
応募資格 

   

研究 

代表者 

研究分担者 

留意事項 
代表者が 

本学 

の場合 

代表者が 

他機関 

の場合 

1 本学の無期雇用（専

任）の教職員 
○ ○ ○ 

 

2 本学を定年退職した以

前に無期雇用の教職員

だった者 
（名誉教授・客員研究

員等） 
※１、※２ 

○ ○ ○ 

 

3 専任の任期付教員 
※１、※３

 

○ ○ ○ 

任期により専任で

はなくなった場

合、応募資格を失

います。 
教務助手は応募

の際、学部長の許

可が必要です。 

4 非常勤講師 ※４ 

× ○ × 

 

5 ポスト・ドクター（Ｐ・

Ｄ）、 
研究支援者等 
※５、※６、※７ 

○ ○ ○ 
 

6 日本学術振興会特別

研究員 
（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰ

Ｄ）※８ 

○ ○ ○ 

採用期間終了後

は、応募資格を失

います。 

日本学術振興会特別

研究員（ＤＣ）・Ｒ

Ａ 
× × × 

研究協力者にな

ることは可能で

す。 

７ 本学研究所客員研究

員等（特定課題研究所

を除く） 
※９ 

○ ○ × 
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※１ 学内での身分と研究を実施する場所（大学内）については本人が確保してください。

確保できない場合は研究を辞退（又は廃止）していただきます。 
※２ 客員研究員等の場合は、以下の要件を満たす方となります。 

（１）研究場所の保証について、所定の様式により運営委員会等の承認を受けてい

る者。 
（２）国内外問わず本務校若しくは本務機関を有していない者。 

※３ 専任の任期付教員で任期満了後、採択となった場合又は継続の研究課題がある場合、

本学では科研費の管理はできませんので、ご了解の上、応募してください。 
※４ 科研費に申請する年度の８月末日までに、必ず研究開発センターに申し出てくださ

い。 
研究代表者が本学専任教員の場合のみ、研究分担者としての参画が可能です。 

※５ ポスト・ドクター、研究支援者等の申請対象範囲は、以下の条件を満たす方となり

ます。 

（１）研究所運営委員会等により採用承認され、かつ計画的に人件費が予算計上さ

れていること。 
（２）本学の専任教員を保証人に立て、保証人に研究場所の共有について同意を得

ていること。 
※６ 科研費による被雇用者の応募条件 

雇用元の業務以外の時間に、自ら主体的に行おうとする研究時間が十分確保するこ

とができる等の条件を満たせば、研究代表者として応募することが可能となるほか、

研究分担者になることができます（雇用元の科研費の研究分担者は不可）。 
そのためには、大学と締結した雇用契約書以外に、次の２項を主な内容とした覚書

を別途締結する必要があります。 

（１）雇用契約書に明記された研究課題の代表者（若しくは分担者）の事前了承を

得ること。 
（２）雇用契約書に明記された業務内容以外の研究を行う場合は、その研究が雇用

契約書に明記された研究課題の研究期間内に終了するものであること。 
この制度を利用して応募する場合は、当該科研費公募締切の２ヶ月前までに

研究開発センターに相談してください。 
※７ ポスト・ドクター、研究支援者等が研究代表者として申請を行う場合及び研究分担

者として研究組織に加わる場合には、「※５」の条件（２）における保証人となる専

任教員より、保証人としての同意書をご提出頂きます（様式あり）。 
※８ 日本学術振興会特別研究員（ＳＰＤ・ＰＤ・ＲＰＤ）で、科研費への応募を希望さ

れる方のみ応募資格を付与します。希望者は科研費に申請する年度の８月末日まで

に、必ず研究開発センターへお申し出ください。 
   なお、科研費に採択された場合でも、日本学術振興会特別研究員としての身分終了

後は、本学における科研費応募資格を有する身分を保証するものではありません。 
※９ 本学研究所客員研究員等の応募にあたっては、以下条件を満たす必要があります。 

（１）2021 年 10 月 1 日現在で、大学の規程に基づく手続きにより客員研究員等に

委嘱されている者。 
（２）2022 年 3 月末日時点で満 70 歳以下の者まで可とする。ただし、本学におい

て採択された継続課題がある場合は、同課題の遂行に限り、課題終了年度ま

で応募資格を有するものとする。 
（３）当該研究所運営委員会等で応募について承認された者。 
（４）当該研究所長が研究場所を保証し、所員である専任教員が推薦する者。 
（５）国内外問わず、本務校若しくは本務機関を有していない者。 
（６）2022 年度科学研究費助成事業の審査結果を発表後１週間以内に、その証憑

を研究開発センターに提出することを約束する者。 



 

直接経費について －14－ 

◆直接経費について◆ 
 
 直接経費とは、当該研究計画の遂行に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費のことです。

研究計画の遂行に直接必要な経費とは、その経費が支出されなければ、研究が遂行できない経費を指します。 
 ここでは直接経費の概要について説明します。詳しくは各費目の頁をお読みください。 
 

直接経費の費目

と使途範囲 
 

費目 使途範囲 

物品費 
ｐ22～28 

設備備品費 
一個又は一組の価格が 10 万円（税込）以上の機械・装置 
一冊の価格が 10 万円（税込）以上の図書 

消耗品費 
一個又は一組の価格が 10 万円（税込）未満の機械・装置 
一冊の価格が 10 万円（税込）未満の書籍等 
金額問わずソフトウェア、試薬、器具 

旅費 
ｐ29～35 

国内旅費 研究代表者、研究分担者、研究協力者の出張（資料収集、各種

調査、研究打ち合わせ、研究成果の発表等）のための経費（交

通費、宿泊費、日当等）、招聘経費 海外旅費 

人件費・謝金 
ｐ36～41 

研究への協力（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識

の提供、アンケートの配付・回収、研究資料収集等）をする者

に係る謝金、報酬、賃金、給与等 

その他 
ｐ42～45 

上記のほか当該研究を遂行するための経費（例：印刷費、複写

費、現像・焼付費、通信費（切手、電話）、運搬費、研究実施

場所借り上げ費、会議費（会場賃借料、食事（アルコール類を

除く）費用等）、レンタル費用、機器修理費用、旅費以外の交

通費、研究成果発表費用（学会誌投稿料、ホームページ作成費

用、研究成果広報用パンフレット作成費用等、論文別刷代、出

版費用）、実験廃棄物処理費等 

 
支出できない 
経費 

以下に該当する経費は支出できません。 
・交付申請書記載の研究目的以外のものや、研究と直接関係のないもの。 
〔例〕酒・煙草代、手土産代、懇親会費、名刺代、印鑑代、研究室の整備・保全のため

の用具等、実用を超えた高級文具 等 
・建物等の施設に関する経費。 

直接経費で購入した物品を導入することで必要となる軽微な据付費等の経費を除く。 
・机、椅子、電話、FAX、複写機等、研究機関で通常備えるべき物品等を購入するための

経費。 
ただし、科研費で新たに雇用した研究者のための机、椅子の購入等、研究課題の遂行に

直接関連する理由がある場合には、事前に研究開発センターの了承を得てください。 
・研究遂行中に発生した事故・災害処理のための経費。 

〔例〕任意で加入する旅行傷害保険や、レンタル時の任意保険、物品の任意保障の追加等 
※国際共同研究加速基金における海外渡航に際して、加入が必須とされる保険料の場合

は、渡航費用として支出可能。 

※借用の際に加入することが一般的に必要であると判断できるレンタカーの免責補償料等

は支出可能。 

・年度を超える契約に対する支払い、年度内に納入が完了しない物品の購入経費。ただし

以下の場合は支出可とする（科研費（補助金分）及び（基金分 終年度））。 

 １年以内の 短期間のライセンス契約等で、当該年度に使用する目的で購入し納品、検

収を受けたもの。 
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支払申請に関

する注意事項 
〔請求書・領収書の必須記載事項〕 

必須項目 注意事項 

宛名 

「山田研太郎様」、「法政大学 山田研太郎様」等フルネームの記載がある

こと。 

※ＮＧ⇒無記名、「山田様」、「山田研究室様」、「上様」 

※原則として経費使用者である研究代表者又は研究分担者本人の宛名として

ください（例外は別表をご確認ください）。 

発行者名 「株式会社〇〇」等 

金額 消費税の有無が明確になっていること。 

日付 執行可能年度内の日付であること。 

購入内容 

品物名（書籍の場合はタイトル、物品以外の場合は役務内容等） 

※ＮＧ⇒「お品代」 

※記載がない場合は、別途「購入物品明細書」を作成・添付してください。 

※物品費以外(謝礼の品、会議費飲食代等）でも内容が分かるように明細を

付記してください。 

明細 数量、単価、電子機器の場合はメーカー及び型番 

〔レシートの取扱〕 
・領収書の発行が困難な場合はレシートを代わりとすることは可能ですが、レシート１

件の利用金額が３万円未満のものに限ります。この場合も金額、日付、購入内容、明

細が確認できるようにしてください。 
・また、宛名欄がある場合は必ずフルネームで記名してください。 

 

 

〔請求書・領収書の宛名と研究費の支出〕 

「×」の宛名の請求書・領収書は支出できません。 

請求書・領収書 

の宛名 
物品の購入 旅費の支出 

謝金等 

の支出 

その他の支出 
 

通信費、交通費
（タクシー代含

む）、学会参加費
等 

左記以外 

研究代表者氏名  ○※１ ○ ○ ○ ○ 

研究分担者氏名 
代表者の所属問わず 

 ○※１ ○ ○ ○ ○ 

研究協力者氏名 ×※3  ○※２ ×※3  ○※２ ×※3 

※１ 物品の納品、検収、管理の都合上、本学の研究者の科研費で、他機関の研究者が使

用する物品の購入はできません。他機関の研究者は、配分された研究費にて物品を

購入の上、その機関のルールにて物品検収等を受けてください。 

※２ 研究協力者本人が出張等をする場合に限ります。 

※３ 出張中の経費に限り、領収書の余白に研究代表者（分担者）の記名又は捺印がある
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場合は支出可とします。 

※４ アマゾン等で領収書に氏名が記載されていれば、宛名を手書きする必要はありませ

ん。 
 
立替払いに 

ついて 
 研究者による立替払いはカラ発注、カラ謝金、カラ出張発生要因の１つであるとの指摘

を文科省より受けています。緊急性のあるもの、インターネット決済、海外出張先での支

出、年度 終執行等を除き、できるだけ立替払いを避けてください（大学より業者や役務

提供者に直接支払する方法をご利用ください）。※科研費専用WEB購買システム（Kobuy）
のご利用をお願いいたします＜参照：https://kobuy.jp/PurchasePlatform/＞。 
〔立替払いの際の注意事項〕 

・立替日から原則３か月以内に支払申請をお願いいたします。 
・立替払いは現金、クレジットカード、デビットカード、又はプリペイド式電子マネー

（Suica等）のみとします。切手や金券類（電子マネー型ギフトカード含む）による立替

払いは科研費支出の対象とはなりません。 
 〔クレジットカード等の利用（※アマゾンを除く）〕 

クレジットカード等で立替払いを行った場合は、次のいずれかの書類を提出してください。 
（１）購入時に発行される領収書・お客様控え等（領収されたことが読み取れるもの） 
（２）領収書・お客様控え等がない場合は、次の a 及び b 両方の書類 

a カード会社発行の利用明細書の写し（原則として引落日が当該年度の３月３１日まで

のもの）必要情報（氏名・引落日・利用日・利用先・支払金額）以外は塗りつぶし可。 
b 発注書・出荷表等（ aと紐づけられる情報が記載されているもの） 

〔クレジットカード利用上の注意事項〕 

・引き落としが翌年度になる場合には、支出できないことがありますのでご注意願います。 
・ＤＣコーポレートカードの精算は大学会計からの支払のみとなっており、科研費ではご

利用頂けませんのでご留意ください。 
 

 

〔各種ポイント・マイレージ等について〕 

 各種ポイント・マイレージ等を加算することは各研究者の裁量に委ねますが、加算され

たポイント等は、直接研究に係るものに使用するようお願いいたします。 
※ポイント等を充当してお支払いされた場合は、充当された額を控除して精算いたします。 

 
アマゾンを利用

した場合に必要

となる書類につ

いて 

アマゾンを利用した場合、以下のとおり証憑書類が必要となります。 
 

必要書類  

 

 

 

 

 

 

 

支払方法・配送同梱書類 

納
品
書
兼
領
収
書 

納
品
書 

出
荷
明
細
書 

Ｗ
Ｅ
Ｂ
領
収
書
（
初
発
行
） 

購
入
明
細
書
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
発
行
） 

コ
ン
ビ
ニ
・
配
送
業
者
発
行
領
収
書
等 

・ 

Ａ
Ｔ
Ｍ
・
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
利
用
明
細
書 

クレジット 
カード 

納品書兼領収書又は 
納品書が同梱の場合 ○ ○  ○   

出荷明細書が同梱の場合   ○ ○   

同梱された納品書等がない
場合    ○   

ネットバン
キング、Ａ
ＴＭ、コン
ビニ、代金
引換 

納品書が同梱の場合  ○    ○ 

出荷明細書が同梱の場合   ○   ○ 

同梱された納品書等がない
場合     ○ ○ 

 

 ≪注意事項≫ 

・WEB 領収書は原則として初発行のものとします。「再発行」のものを証憑とする場

合は、その理由を付してください。※一度表示させた領収書画面を閉じてしまうと、
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出力の有無にかかわらず、次回の表示からは「WEB 領収書（再発行）」となりま

す。 
・出荷明細書は配送ラベルの内側にステッカー状に貼られている場合があるので、必ず

取り出してください。 
・上記の他、購入物品の受領時に同梱されている書類はすべて提出してください。 

・研究開発センターにて、注文番号を記録いたします。 

 
外国送金に 

ついて 
 海外の口座に支払をする場合は、外国送金手続きが発生します。銀行間のやり取りに日

数を要し、お支払いまで通常２週間程度かかります。また、送金にあたり手数料が発生し

ます。手数料についても、直接経費からの支出となりますので、ご了解願います。 

※海外の銀行によっては、外国送金ができない場合があります。 

 
物品検収及び特

殊な役務におけ

る成果物の検収

について 

 

・物品検収について 
〔対象物品〕 
科研費で購入する物品類（設備備品や消耗品、書籍類、薬品類のすべて（１円以上全

品））を対象とします。 
※詳細はp26「物品検収について」及び別紙「物品類検収マニュアル」を参照してくだ

さい。 

 
・特殊な役務における成果物の検収について 

〔対象役務〕 
データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成等、役務の成果を表せるものや、

機器の保守・点検等特殊な役務 

〔検収方法〕 
Ａ 成果物がある場合 

支払申請書とともに、成果物の控え・コピー等（又は明細の分かるもの）を研究開発セ

ンターへ提出してください。なお、必要に応じて専門的知識を有する者による事後チェ

ックを行います。 

Ｂ 成果物がない場合 

 検収担当職員が立ち会い等による現場確認（実見検収）を行います。ただし、学外での

役務等、現場確認が困難な場合は、完了報告書等の具体的な役務内容が確認できる書類

により検収を行い、事後チェックにより検収を補完します。 

〔事後チェックについて〕 

成果物の発生しない役務や、成果物があるが役務の検収において専門的知識を要するも

のの場合、内部監査時に抽出のうえ、役務の適否について事後チェックを行います。 
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合算使用の 

制限 

 

 文科省・学振の規定により、科研費では原則として合算使用は禁止されています。合算

使用とは「ひとつの契約」に係わる支払で科研費と他の経費を合わせて使用することをい

います。 
・科研費と合算して使用することができない経費の例 

経費の種類 理 由 

本学の教研経費 
個人研究費、学会出張費、インセンティブ経費等 

私立大学等経常費補助金の算

出根拠となるため、科研費を受

給している補助事業に資する

目的での使用はできません。 
受託（寄付・共同）研究経費 

大学院特定課題研究所の経費 
（研究開発センターに経理管理を委ねた場合） 

その他委託（補助）事業費 使途に制限があるため。 

間接経費 

ただし、次の場合は使用することができます。 
・科研費と上記の表の経費それぞれの使用区分と使用目的を明らかにした上で使用する場

合。 
・科研費の用務と他の用務を合わせて行う際に、契約を別個に行い、科研費と上記の表の

経費からそれぞれの用務にあたる部分を支払う場合。 
・科研費に上記の表以外の経費を加えて使用する場合（私費含む）。 
・同一の機関に所属する研究者複数の科研費を合算して、各補助事業の遂行に必要な経費

として使用する場合（ただし、各事業に係る負担額及び算出根拠等について明らかにし

ておくこと）。 
以上を例示すると次のとおりとなります。 

費目 事  例 可否 

物品費 科研費と他の経費を合わせて１ダー

ス、１ケース等のまとまった単位で物

品を購入する際 

 

科研費で使用する数量とその

他用務で使用する数量を明ら

かにした上で、該当分のみを科

研費で支出する場合。 

○ 

使用区分を明らかにせず折半

する場合。 
× 

科研費と他の経費でパソコンのパーツを購入して組み立て、１台のパソ

コンとして使用する場合（使用区分が明らかにならない）。 
× 

旅費 科研費の用務と他の用務とを合わせ

て１回の出張をする際 

科研費と他の経費との使用区

分を明らかにした上で科研費

を使用する場合。 

○ 

ひとつの契約で往復航空券を

購入し、片道分について科研費

を使用。 

○ 

ひとつの契約でホテルに５泊

し、科研費に係わる用務で宿泊

した２泊分について科研費を

使用する場合。 

○ 

使用区分を明らかにせず折半

する場合。 
× 

謝金 

その他 

研究代表者が科研費の研究成果の発

表として企業と合同でシンポジウム

を開催する際 

経費総額を科研費と企業で折

半する場合。 
× 

講師謝礼金で科研費を使用、他

の経費は企業が負担する場合。 ○ 
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法政大学科研費ＦＡＱ（共通、物品費） 
 

費目 Ｑ Ａ 

共通 

領収書の宛名が苗字だけの場合でも精算可

能でしょうか。 

精算はできません。 

フルネームでの宛名の記載ができない特段の理由がある場合

は、研究開発センターまで別途相談してください。 

年度末に数か月分まとめて領収書を出しても

問題ありませんか。 

年度末の大量精算は購入時の経緯が曖昧になりやすいばかりで

なく、単に予算消化のための執行ではないか、また当該研究に資

するものとして購入したのか疑義を持たれる可能性があります 

（本学では立替払い後３か月以内に支払申請をすることとしてお

ります）。 

物品費 

9 万円のノートＰＣと、それに付属して使用す

る２万円の周辺機器を購入する場合も、大学

の備品として登録が必要ですか。 

必要です。 

連動して使用する周辺機器類は、コンピュータ本体と一式とみな

します。一式の合計金額が 10 万円以上となる場合は備品登録を

し、廃棄まで大学として管理する必要があります。 

※科研費で購入し大学へ寄贈した物品は大学の資産で

あり、適切に管理・運用を行う必要があります。手続

き無しに廃棄等・処分を行わないでください。 

研究補助者の論文理解力を高めるため、英

語の参考書を購入したいのですが可能でしょ

うか。 

単に個人のスキルアップを目的とする場合は購入できません。 

また、教養科目等の参考書は、直接研究に資するものとは言い

難いと判断される場合があり、直接研究に資するものであるとい

う理由を明確にする必要があります。 

ＤＶＤプレイヤーの購入には理由書が必要と

ありますが、ブルーレイドライブの購入にあた

り、理由書は必要でしょうか。 

実質的に同一の機能を有するブルーレイドライブの購入に際して

も、購入理由は必要です。 

部品ごとの価格は 10 万円程度だが、一式で

は 60 万円の機器を購入したい。研究者によ

り発注を部品毎に分けて行うことは可能でしょ

うか。 

発注を部品毎に分けて行うことはできません。 

一式で 30 万円超の物品の購入の場合、必ず事務が調達しなけ

ればなりません。 

過去に購入したことのある書籍をもう一冊購

入したいのですが、理由書は必要でしょうか。 

同一の研究課題内で同じ書籍を複数購入する場合は、用途等を

明確にしておく必要があります。誤購入を疑われる可能性もあり

ますので、購入理由をご提示くださいますようご協力ください。 

【補助金】 

年度末に予算に余裕があるため、プリンター

用インクや用紙を大量購入したいのですが可

能でしょうか？ 

補助金の使途は当該年度の研究に資するものでなければなりま

せん。 

当該年度中に使い切る量であれば購入可能です。 

出張時に使用する目的で SIM カードを購入し

ましたが、出張がとりやめになりました。予定

変更に伴い処理は必要ですか。 

当初の目的どおりに使用できなかった場合は、直接経費からの

支出はできません。使用用途に応じた執行に修正する必要があ

ります。 

物品を購入後、１か月単位でまとめて検収を

受けてもいいですか。 

検収は未開封の状態で受けていただく必要があります。立替購

入した場合や在外等で購入した場合も、まとめることなく適時検

収を受け支払申請書を提出してください。 

 



 

直接経費について －20－ 

法政大学科研費ＦＡＱ（旅費） 
 

費目 Ｑ Ａ 

旅費 

出張を予定していますが、どのような手続き

をすればよいでしょうか。 

出張届（Ｒ－１）は事前申請が原則となっておりますので、出張する

前にＲ－１を提出してください。なお、出張者が本学の専任教員の

場合は、出張前に各所属部局長（学部長等）より出張の許可を受

けてください（Ｒ－１右上に押印欄があります）。 

出張が終わった後にどのような手続きをすれ

ばよいでしょうか。 

出張完了後、14 日以内に出張日ごとに用務を記載した出張報告

書（Ｒ－２）を提出してください。学外者の出張等、やむを得ず時間

を要する場合は、研究開発センターまでご一報ください。 

長期出張を予定していますが、旅程表等は必

要でしょうか。 

長期出張の場合、旅程表があることによってどのような研究をした

のかが明確となり、日当や宿泊代の支払の根拠となります。提出を

義務付けてはおりませんが、具体的な出張内容がわかるよう、様

式 R-1 別紙「出張日程／日当・宿泊費 出張計画書」の提出をお

願いいたします（任意の様式にてご作成いただいても構いませ

ん）。 

出張に際して、家族を同伴する場合どのよう

な支出が認められますか。 

研究者本人に係る経費のみ支出可能です。また、旅程に科研費用

務以外の日程を含む場合は、科研費用務日と内容が明確となる資

料を添付してください。 

出張日程のうち、一部を科研費、一部を私費

にて支出することは可能でしょうか。 

可能です。科研費に使用制限のない経費（私費）を加えて使用する

ことに問題はありません。ただし、旅程に科研費用務以外の日程

が含まれる場合は、科研費用務日と内容が明確となる資料を添付

してください。 

海外出張の際に提出する書類は、国内出張

のものと同じですか。 

国内出張の際に提出する書類に加えて、搭乗券の半券又はパス

ポートの出入国スタンプ欄（写）の提出が必要となります。搭乗券

の半券又はパスポートの出入国スタンプ欄（写）のご提出が難しい

場合は、日付と便名の記載された保安検査証・ご搭乗案内・搭乗

証明書のいずれかを提出してください。 

事前に提出した出張届に記載していなかった

場所でも調査を行いました。日当・宿泊費・交

通費については、変更は発生しませんでした

が、報告等をする必要がありますか。 

現地の交通費を支出する際に、経路をお伺いする可能性がありま

すので、出張届と実際の出張経路が異なる場合は、研究開発セン

ターまでご一報ください。 

二つ以上の研究課題に資する用務で同一日

程の出張を行い、旅費を１つの科研費でまと

めて支払いたい。この場合、旅費を科研費か

ら支出しない研究課題の用務についても出張

報告書へ記載する必要はありますか。 

二つ以上の科研費課題用務を一回の出張で行う際、旅費を一つの

課題から支出したとしても、出張報告書には、その出張に含まれる

各科研費課題用務を切り分けたうえで、すべて記載してください。 

航空券代を学会出張旅費、宿泊費・日当・学

会参加費を科研費から支出することはできま

すか。 

学会出張旅費の用務と科研費の用務があり、個別にそれぞれの

契約をしていれば支出することが可能です（例：航空券代と宿泊費

を個別に手配・契約し、それぞれの経費より支出）。重複払いが発

生しないよう、注意してください。 

午前中から開催する海外の学会に参加する

ため、学会開催日の前日から現地入りする予

定です。その場合も前泊理由は必要でしょう

か。 

遠方地への出張で用務が午前中から開始される等、客観的な情

報から前泊が一般的と見受けられる場合は不要ですが、学会開催

日の複数日前から現地入りする等前泊の理由が判断しがたい場

合には、理由を記載してください。 



 

 －21－ 直接経費について 

法政大学科研費ＦＡＱ（人件費・謝金、その他） 
 

費目 Ｑ Ａ 

人件費・

謝金 

出勤表の提出にあたって、注意すべきことは

ありますか。 

業務内容の記載については、実際に従事した役務を記載の上、勤

務日ごとに役務従事者自らが手書きで記載してください。詳細がわ

かりにくい場合や、長期にわたる謝金支払の場合は、詳細をお伺

いする場合があります。 

学生に研究補助を依頼しようと考えています

が、勤務時間等に関して注意すべき事項は

ありますか。 

学生に対しては、授業に支障がでない範囲で役務の依頼をする必

要があります。勤務時間は 1 日 8 時間以内です。また、1 日の労

働時間が 6 時間を超える場合は 1 時間休憩をとらせるようにし、22

時以降翌朝 5 時まで役務をさせないようにしてください。 

研究補助業務の時給単価を変更することは

できますか。 

大学で臨時研究補助員 1,200 円、Ｒ・Ａ2,000 円と規定されている

ため、変更することはできません。 

役務の提供を受ける前に謝金を支払うことは

可能でしょうか。 

前払いをすることはできません。実際に役務に従事したことを確認

し、その内容に応じて謝金を算出してください。やむを得ない理由

がある場合は研究開発センターへ相談してください。 

その他 

コンビニでまとまった単位でコピーをしました

が、支出は可能ですか。 

可能です。まとまった量のコピーをした場合や頻度が高い場合に

は、備考欄に理由の記載をお願いします。 

【基金】 

基金継続課題を持っているのですが、昨年９

月に参加した学会の領収書が未精算となって

おります。４月３０日現在、精算は可能でしょ

うか。 

５月末までにご提出頂ければ精算可能です。 

しかしながら、本来当該年度の経費として執行すべきものを今年度

の経費として扱うこととなるため、好ましくありません。領収書は溜

めずに、遅滞のないよう提出してください。 

アポイントメント等のコーディネイト料として、

業者へ１時間あたり 3,500 円×作業時間数を

支払いたいのですが、可能ですか。 

可能ですが、支出内容の根拠を明確にする必要があります。作業

内容が記載された明細書の提出をお願いします。 

会議を学内で実施し、その後、居酒屋に場所

を移して食事をしながら続きの討議を行った。

アルコールは出ていないが、支出する条件と

して問題はないか。 

研究に直接関係する会議は、通常は研究室、学内の教室、会議室

で行われるもので、アルコールが出ていないことが確認できていて

も、アルコールの提供を主目的とする飲食店に場所を移すことは、

研究との関係性に疑義が生じる恐れがあります。そのため、そのよ

うな場所にて研究に直接関係する会議等を行うことは避けてくださ

い。 

 

  



 

物品費 －22－ 

◆物品費◆ 
 
物品費について  物品費とは物品や書籍等の購入経費のことで、大きく次の２つに分かれます。 

 消 耗 品 費 
１個又は１組の価格が 10 万円未満（税込） 
ただし、CD-ROM・ソフトウェア・各種メディア等は金額の多寡によらず消耗品費 

設備備品費 １個又は１組の価格が 10 万円以上（税込）→ 本学への寄贈対象 

 ただし、机、椅子、電話、FAX、コピー機等大学として通常備えるべき物品は購入でき

ません（研究遂行に直接関連する場合は、事前に研究開発センターに相談してください）。 

※科研費で購入し大学へ寄贈した物品は大学の資産であり、適切に管理・運用を行う必要

があります。手続き無しに廃棄等・処分を行わないでください。使用できなくなった場合

は、研究開発センターへ問合せください。 

また、科研費で購入した消耗品等についても、科研費の原資が国民の税金で賄われている

ことから、適切な管理・運用をお願いします。 



 

 －23－ 物品費 

また、次のとおり１回の発注での予定額（税込）が 30 万円以下と超える場合とで調達方法

が異なります。※物品１個あたりの金額ではなく、１回の発注金額が基準となります。 

 

        発注金額 30 万円以下 発注金額 30 万円超 
 

 

研究開発センター

に連絡 

調達予定金額の決定 

参考見積書及び及び物品明細の分かる資料を

取得する。 

調達依頼書の記入 

※希望業者がある場合は未開封の見積書

（宛名は研究者氏名）を取得する 

※仕様書が必要な場合（特注品購入等）

は作成する。 

研究開発センターにて見積合わせ 

及び業者の決定 

研究開発センターから研究者に業者

決定の連絡及び業者に発注 

検 収 

※詳細はp.25参照のこと。 

請求書・納品書（検収済み）を研究開発

センターに提出 

納 品 

物品と領収書又は請求書、納品書を受領 

支払申請書の記入 

領収書、請求書、納品書に明細の明示が

ない場合、購入物品明細書も記入 

検 収 

（1円以上全品） 

・検収センター（すべての物品検収可） 

・検収窓口（1品又は1組当たり10,000円 

（税込）未満の物品のみ検収可能）（→

終頁）で検収を受ける 

持参書類：納品書(＋購入物品明細書) 

 

※詳細はp.25参照のこと。 

発注又は店頭で

直接購入 

支払申請書を研究開発センターに提出 

申請書に添付するもの： 

支払申請書、領収書又は請求書、納品書

(＋購入物品明細書)、設備備品登録書（１

個又は１組が10万円以上の場合） 

調達依頼書を研究開発センターに提出 

添付するもの： 

・参考見積金額及び及び物品明細の分かる

資料 

・（必要に応じて）仕様書、未開封の見積書 



 

物品費 －24－ 

 
設備備品の調達 
 

以下の物品の購入経費は、設備備品費となります。 
・１個又は１組の価格が 10 万円（税込）以上の物品 
・１冊（１組の場合、１組の合計金額÷冊数）が 10 万円（税込）以上の研究図書 
※これらの価格には、購入時に発生する送料・保証料等を含みます。 
注意事項 
・ 終執行等、私費と合算して購入した物品が 10 万円（税込）以上となる場合も設備備品

費となります。 
・任意で加入した保証料等は支払の対象になりません。ただし、当該保証料を含んだ物品

総額が 10 万円（税込）以上となる場合も設備備品費となります。 
・設備備品費で購入した物品は本学への寄贈対象となります。 
提出書類 ｐ27～28 参照 

 
１回の発注での

調達予定額が30

万円(税込)を超

える場合 
 

 消耗品費、設備備品費の別に関わらず、必ず事前に研究開発センターに連絡してください。 
 具体的な手続きとしては、 
① 研究開発センターへ連絡 
② 調達予定金額の決定 
③ 調達依頼書の作成 

希望業者がある場合は未開封の見積書を取得。また、見積仕様書が必要な場合（特注

品購入等）は見積仕様書を作成。 
④ ③を研究開発センターへ提出 
⑤ 研究開発センターにて見積合わせ（２社以上。50 万円超は３社以上）及び発注業者の

決定（決裁者は職務権限規程に準じる） 
⑥ 研究代表者に業者決定の連絡を行うと同時に、研究開発センターが業者へ発注となり

ます。※この手続きは、50 万円超（税込）の委託業務にも適用します。 

  

消耗品の調達 以下の物品の購入経費は消耗品費になります。 
・１個又は１組の価格が 10 万円未満（税込み） 
・実験用の薬品・資材、CD/DVD/BD、HDD、USB メモリ等の記録媒体・ソフトウェア・

各種メディア等（金額の多寡によらない） 
※これらの価格には、購入時に発生する送料・保証料等を含みます。ただし、任意で加入

した保証料等は支払の対象になりません。 
注意事項 
・名刺代や印鑑、実用を超えた高級文具等（p14 参照）の購入費用は支出できません。 
提出書類 ｐ27～28 参照 
〔換金性の高い物品について〕 
2015 年度より、以下の物品については換金性の高い物品とみなし、１個又は１組の価格

が 10 万円未満の物品も、研究開発センター管理簿への登録及びシールの貼付を行うこと

となりました。なお、この登録により、大学への寄贈物品となるものではありません。 

・パソコン、パソコン付属機器（ディスプレイ、プリンタ、スキャナ等）、タブレット型コ

ンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画再生機器 

・前述と同等の性能を有するもの 

・上記の他に１品 5 万円以上の電子機器（使途・目的が多岐に亘り、転売性の高いもの） 

注意事項 

・物品の管理期間は購入日から２年後の年度末までとする。 
・管理期間中は原則廃棄しないこと。廃棄希望の場合は、事前に研究開発センターへ申し

出ること。 
・管理期間中に転出する場合は、転出先へ移管すること。 



 

 －25－ 物品費 

購入可能な消

耗品・設備備

品 
 
 

 

 

品  種 注意事項 

パソコン（ノートPC、デスクトップPC、タブレットPC
※）、電子書籍リーダー（iPad、Kindle等）、電子ペーパ
ー 

これらの物品は、大学として通常

備えるべき物品ではないため、科

研費での購入が可能です。 
複合機は、スキャナ・プリンタの

機能を使用する目的での購入が

可能です（電話・FAX・コピー機

能の機能を使用する目的は不

可）。 

スキャナ、プリンタ 

ビデオカメラ、カメラ、ICレコーダ 

プロジェクタ、スクリーン 

DVD・BDプレーヤ、オーディオプレーヤ（例：iPod等） 理由書が必要です。研究計画遂行

上必要である理由をご記入くだ

さい。 
※左記物品と実質的に同等の性

能を有する物品についても理

由書が必要です。 

テレビ、DVD・BDレコーダ、ビデオデッキ 

プリペイド式携帯電話（SIMカード）、モバイル機器本
体（b-mobile等）、Wi-Fiルーター（出張時等）等 

シュレッダー、裁断機 

※電話／データ通信機能を搭載しているタブレットPCの購入は可能ですが、電話／デー

タ通信契約をすることは原則認められません。 

 
設備備品（資

産図書含む） 

の寄贈について 

科研費により購入した 10 万円以上の設備備品（資産図書を含む）は、購入後直ちに研究

代表者又は研究分担者から本学への寄贈手続きが必要です。 
〔機器・装置〕 
 １個又は１組の価格が 10 万円（税込）以上の機械・装置を購入した際は、大学への寄贈

手続きが発生します。配置場所について、支払申請書に記入していただきますようお願いし

ます。後日、施設部にて寄贈手続きを行います。 
 寄贈後、施設部より備品シールが発行されますので、該当の設備備品に貼付してください。 
 研究者が転出、退職する場合、廃棄する場合の設備備品の扱いについては、研究開発セン

ターへ相談してください（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 22 条により

処分制限があります）。 
〔図書〕 
 １冊が 10 万円（税込）以上の書籍類はすべて資産図書として扱い、本学への寄贈手続き

が必要です。設備図書資産登録書（所定の様式）を提出してください。 
（１冊が 10 万円（税込）未満の書籍類で、使用者が書き込み等の必要があり図書館登録が

ふさわしくないものについては資産外図書（消耗品）として取扱います）。 
 寄贈後、原則として図書館等より研究者へ貸し出されます（科研費により購入した資産図

書は、研究期間中継続して貸与されます）。 
 研究者が転出、退職する場合は、当該書籍は資産図書を管理する事務部へ返却ください。 
注意事項 

・物品の設置場所は大学内の研究場所となります。一定期間学外へ持ち出しをする場合は、

備品借用手続きが必要となります。 

・当該年度に寄贈処理を行う必要があるため、３月第１週までに設備備品（資産図書を含む）

の調達を完了し、速やかに支払申請書を提出してください。支払申請書の提出締切は別途

「執行のお知らせ」（e メール）でご案内します。 
・一式で使用する複数の物品を同時又は同時期に購入する場合、それらは１組の物品とみな

し一式で登録します。 

 例：PC 本体とソフトウェア・マウス・メモリ等周辺機器、カメラ本体とレンズ・ケース、 

   タブレット PCと保護フィルム・ケース等  

・購入時に送料、保証料等が発生する場合、それらの料金も含んだ金額で判断されます。 
・ 終執行等、私費を足し込んで購入した物品が10万円（税込）以上となる場合も設備備品

費となります。 
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購入理由書の 

提出 

 以下のいずれかについて、研究開発センターで必要と判断した場合、購入理由書を提出し

ていただきます。 
・同一研究課題内で同一若しくは類似の物品や書籍を２点以上購入した場合。 
・研究との関連性が不明若しくは不自然な購入と研究開発センターが判断した場合。 

〔例外〕 

一般的な文房具やプリンタのインク、トナー、実験用消耗品、薬品類、DVD・USBメモリ等記

録媒体等の複数購入の場合、購入理由書は不要です。ただし、上記例外にあたる物品であっても、

年度末に購入する場合等、理由を確認させていただく場合がございます。 
 
物品検収に 

ついて 

 物品検収とは、検収担当者が納品された物品と証憑書類（領収書、請求書、納品書等）に

記載された物品が一致することを確認し、証憑書類に検収印を押印することです。 
 検収方法の詳細は、法政大学公的研究費物品検収マニュアルをご覧ください。 

〔対象物品〕 

科研費で購入する物品類（設備備品や消耗品、書籍類、薬品類のすべて（１円以上全

品））を対象とします。 
※無形のもの（ダウンロード購入したソフトウェア、ダウンロードカード、電子書籍等）

も物品検収の対象となります。インストール画面を証憑とします。 

〔検収窓口〕 

検収センター（各キャンパスに１か所）……すべての物品について検収可能 
検収窓口（学部資料室等）……１品又は１組あたり10,000円（税込）未満の物品のみ検収可能 
〔注意事項〕 

・検収後、次の書類を研究開発センターに提出してください。 
① 支払申請書（所定用紙） 
② 検収印押印済の明細が確認できる証憑（領収書又は請求書、納品書） 
③ 購入物品明細書（所定用紙。業者発行の証憑で確認できない場合） 
・検収は納品を確認するための作業で、支払を約束するものではありません。支払の可否は

研究開発センターが判断します。 
・支払の判断のため、検収後の物品について理由書が必要となる場合があります。 
〔急ぎの使用が必要な物品類について〕 

原則未開封の状態で物品検収を行うため、検収完了後に使用可能となります。ただし、Ｇ

Ｗや夏季・冬季一斉休業中に急ぎで使用する必要がある場合や出張先で購入・使用する必要

がある場合は、物品の写真を撮っていただき、支払申請書に添付して研究開発センターにご

提出いただくことで検収に代えます。 
〔その他の検収〕 

・定期購読の場合は購読開始号の検収時に、購読期間の分かる証憑書類を提出してください。

以後、毎月初号・購読 終号を、各キャンパス検収センターにて検収を受けてください。 

・在外研究員等海外の研究拠点で使用するもの→支払申請書に当該物品の写真添付が必要。 
・無形のもの（ダウンロード購入したソフトウェア、電子書籍等） 
 →支払申請書に、ダウンロードされ利用可能になったことが確認できるものを添付してくださ

い。例えば、起動した状態のソフトウェア画面やバージョン・シリアル番号が表示された画

面の印刷等は、画面のハードコピーが困難な場合はカメラ撮影したものも可とします。なお、

検収担当者が実見検収を行った場合は、添付不要です。 
・その他詳細については、「法政大学公的研究費物品類検収マニュアル」を参照してください。 

 
複数の研究費制

度による共用設

備の購入 

 複数の研究費制度（科研費を含む）を合算して、共用設備（共同で利用する 10 万円以上

の実験装置・研究機材等）を購入することが可能です（図書・消耗品を除きます）。 
この制度は、当該購入経費を支出する補助事業者（研究代表者又は研究分担者）が同一の

研究機関に所属していることが要件となります。ただし、研究費制度により合算を認めら

れていない場合もあります。 
共用設備を購入する場合は、必ず事前に研究開発センターに相談してください。 
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 提出書類（物品費） 
・ｐ22～26もご覧ください。 

 

表Ⅰ １回の発注での調達予定額が 30 万円（税込）を超える場合の提出書類 

 
１回の発注における調達（契約）予定額 

30万円（税込）超 

～150万円（税込） 

以下 

50万円（税込）

超 

～150万円（税

込）以下 

150万円（税込）超 

備品 

消耗品 

資産 

図書 

業務 

委託 

※２ 

備品 

消耗品 

資産 

図書 

業務 

委託 

※２ 

発

注

前

提

出

書

類

 

調達依頼書 
（様式 B-1(2)又は H-1(2)） 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

未開封の見積書（税込金額） 
（２社以上。50 万円超は３社以上 or

特命１社） 
○ - 

○ 

※３ 
○ - 

○ 

※３ 

参考見積書又は 
カタログ等参考価格が分かる資料 

○ - - ○ - - 

見積仕様書 
（品名、税込金額、単価、数量、 
メーカー、型式の分かる資料） 

〇 - ○ 〇 - ○ 

特命理由書 
（様式 B-7） 

※１ - ※１ ※１ - ※１ 

納

品

後

提

出

書

類

 

納品書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

請求書 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

契約書 
（様式 B-4） 

- - - ○ ○ ○ 

設備図書資産登録書 
（様式 B-6） 

- ○ - - ○ - 

 
※１ 特注品、直販品を購入する等、業者を特命する必要がある場合に提出してください。 
※２ 業務委託の支出費目はその他になります。 
※３ 見積書必要数は２社以上。300万円超は３社以上。 
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表Ⅱ 支払申請時の提出書類と支払先の可否 

・ｐ22～26もご覧ください。 

 
■物品費の支払申請に必要な書類です。「支払申請書（物品費）」（B-1）と併せて書類を提出してください。 
★科研費専用 WEB 購買システム（Kobuy）（30 万円以下の物品購入のみ）をご利用して発注される場

合は、「支払申請書(物品費)」（B-1）のご提出は不要です。請求書・納品書は研究者を経由せずに直接研

究開発センターにて受取、お支払いたします。 

 
金額区分 

（単価） 
提出書類 

支払先 

代
表
者 

分
担
者 

協
力
者 

業
者 

設

備

備

品

費

 

設

備

備

品

 

150 万円超 

表Ｉ参照 

× × × ○ 

150 万円以下 

～30 万円超 
× × × ○ 

※１ 
30 万円以下 

～10 万円以上 

請求書 
※２ 

購入物品明細書（様式 B-2） 

× × × ○ 

領収書 
（レシート不可） 

○ ○ × × 

資

産

図

書

 

30 万円超の書籍 ｐ23、27 参照 × × × ○ 

※１ 
10 万円以上 30 万円

以下の書籍 

請求書 
設備図書資産登録書 

（様式 B-6） 

× × × ○ 

領収書 
（レシート不可） 

○ ○ × × 

消

耗

品

費

 

30 万円超のソフト

ウェア・薬品 
ｐ23、27 参照 × × × ○ 

※１ 
10 万円以上 30 万円

以下のソフトウェ

ア・薬品 

請求書 
※２ 

購入物品明細書（様式 B-2） 

× × × ○ 

領収書 
（レシート不可） 

○ ○ × × 

※１ 
10 万円未満 

請求書 

※２ 

購入物品明細書（様式 B-2） 

× × × ○ 

領収書 
（合計額が３万円未満

の場合レシート可） 
○ ○ × × 

[注意事項] 

※１ 設備備品（図書含）、消耗品について、単価は 30 万円以下であっても、１回の発注における調達予定

額が 30 万円を超える場合は、見積合せが必要ですので、ｐ23、27 を参照してください。 
※２ (1)単価,(2)個数,(3)物品詳細（物品を特定できる内容）のいずれかが確認できないときに提出してく

ださい。 
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◆旅費◆ 
 
旅費とは、研究に必要な出張の経費で、該当する出張については以下のように定義します。 

①出張先までの距離が片道 70 ㎞以上の地域への出張 
②出張先までの距離が片道 70 ㎞未満だが宿泊を伴う出張 
※出張先までの距離が片道 70 ㎞未満で宿泊を伴わない（日帰り）出張…「旅費」ではなく「その他」 

 

旅費について 
 出張先までの距離 

支出可能費用 
備考 

宿泊費 日当 交通費 

片道 70 ㎞以上 ○ ○ ○  

片道 70 ㎞未満 △ × ○ 
宿泊の理由書が必要 

宿泊しない場合の交通費は「その他」費目 

注意事項 

・出張先までの距離とは、自宅又は勤務地 寄駅からの鉄道等利用距離のことです。 
ただし、定期代の支給を受けている方（学生等で定期券を持っている方を含む）は、そ

の区間について、申請できません。また、出張内容によってこちらで経路を確認させて

いただくことがあります。 

距離の参考例（JR の場合。距離は利用経路により多少異なります） 

市ヶ谷駅 ⇒横浜駅34㎞ 小田原駅89㎞ 大月駅82㎞ 大宮駅32㎞ 熊谷駅70㎞ 千葉駅41㎞ 

東小金井駅⇒横浜駅56㎞ 小田原駅111㎞ 大月駅60㎞ 大宮駅38㎞ 熊谷駅92㎞ 千葉駅63㎞ 

西八王子駅⇒横浜駅46㎞ 小田原駅94㎞ 大月駅38㎞ 大宮駅50㎞ 熊谷駅114㎞ 千葉駅85㎞ 

・前泊後泊をする場合は、理由が必要となります。出張届備考欄又は出張報告書に理由

を明記してください。 
＊「旅費以外の交通費」（ｐ43）も併せてご覧ください。 

 
複数用務地にお

ける出張の交通

費の支出範囲に

ついて 

複数用務を併せて行う出張で目的地が複数に及ぶ場合は、起点から科研費用務地の往復運

賃を上限として交通費の一部が支出可能です。支出範囲及び基準は以下事例のとおりです。 
                       ≪支出範囲≫ 

                         経路Ａ：支出可 

                         経路Ｂ：支出不可 

                         経路Ｃ：次の条件*の下、支出可 

                       （条件*） 

経路Ａ＋経路Ｃの運賃について、 

経路Ａ往復運賃を上限として支出可とす

る。 

 

国内旅費基準 
 研究者の種類 宿泊費 日当 交通費 

研究代表者、研究分担者、研

究協力者、日本学術振興会特

別研究員（学生以外） 

地域に関係なく

13,100 円を上限

に実費 
2,600 円 

実費。グリーン車以外は支

出可能（グレードがある場

合は原則普通席相当クラ

スをご利用ください）。 
航空機利用の場合、普通席

普通運賃を上限に実費。 
学生（大学院生・学部生） 

地域に関係なく

8,700 円を上限に

実費 
1,700 円 

起点 甲地点 

≪科研費用務地≫ 

乙地点 

≪別用務地≫ 

経路A 

経路Ｂ 

経路Ｃ 
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・日当の金額は上限額であり、これを減額することができます。 
・片道70㎞以上の地域への日帰り出張や、費用の発生しない場所（知人宅等）への宿泊の

場合は、出張実態確認のため、原則新幹線等交通機関の領収書を提出してください。 
・宿泊費を申請しない日がある場合は理由（支出元）を明示してください。 
・国内旅費では宿泊費は実費支給のため、出張届提出の際に請求書又は領収書の添付をお

願いいたします（請求書又は領収書には宿泊日、宿泊者名、宿泊日毎の料金の記載が

あること）。 
・事前に宿泊費用の仮払いが必要な場合には、出張届提出の際に金額のわかる資料を添付

してください（インターネットでの予約画面、パンフレットやHP掲載の料金表等）。 
それをもとに旅費の支払いをいたします。なお、出張終了後に領収書を提出してくださ

い。 
・マイカーによる出張は認めません。ただし、荷物の運搬等止むを得ない事情がある場合

は理由書及び自動車保険証（任意保険証）のコピーを提出してください。 
注意事項 
・事前申請が原則です。事後申請の場合、事後理由書の提出を求めることがあります。 
・必要書類提出後に出張日程や内容が変更となった場合には、すみやかに研究開発センタ

ーへ連絡してください。 
提出書類 

ｐ35参照 
 

海外旅費基準 
  宿泊費 日当 交通費 

 
研究代表者、研究分担者、研

究協力者、日本学術振興会

特別研究員（学生以外） 地域に関係なく 
30日まで 

25,000 円 

30日まで 
8,000 円 

航空機利用の場合エコノ

ミークラス（※2・3）の利

用を原則とし、実費支給し

ます。 
ただし、割引航空券等によ

り、ビジネスクラス等（プ

レミアムエコノミー含む）

に座席をアップグレード

する場合は、利用される便

のエコノミークラス普通

運賃を上限として可能と

なります。かならず上限額

がわかる書類を添付して

ください（ｐ33 参照）。 

31 日以降※1 
20,000 円 

31 日以降※1 
6,400 円 

大学院生 地域に関係なく 
30日まで 

17,500 円 

30日まで 
5,600 円 航空機利用の場合エコノ

ミークラスの利用を原則

とし、実費支給します。 31日以降※1 
14,000円 

31日以降※1 
4,500円 

  ※１ 31日以上の旅程の宿泊費・日当は、31日目からは減額した額を適用する。 

※２ エコノミークラス利用時の座席指定料は支出可能です。 

※３ 健康上の理由等特別な事情があり、エコノミークラスの普通運賃を超えるビジ

ネスクラス等（プレミアムエコノミー含む）の利用を希望する場合は、事前に研究開

発センターに相談してください。 

 ・宿泊費、日当の金額は上限額であり、これを実費等に減額することができます。 
・海外旅費の場合には、宿泊費は一律支給のため領収書の提出は不要です。 
・宿泊費を申請しない日がある場合は、理由（支出元）を明示してください。 
・予防接種料、旅券交付手数料（5 年有効な旅券手数料金額を上限）、査証手数料は旅費と
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して支出することができます。 
・機中泊・車中泊・船中泊の場合、宿泊費は支出できません。日当のみ支出できます。 
・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化(A)）で 31 日以上連続して海外へ滞在する場合

に限り、滞在期間中すべての日程の宿泊費の支出が可能です（他経費で宿泊料を支給される

日を除く）。ただし、日当の支出は用務日に限ります。 
・各種旅行保険料（任意加入）は支出できません。 
ただし、航空券を購入する際に支払いが義務付けられている場合（航空保険特別料金等強

制加入のもの）は支出可能です。また、在外研究・研修中に出張する際の各種旅行保険料

（任意加入）は大学負担による一部補助が可能です。 
※「国内航空傷害保険、海外旅行傷害保険」の詳細は、p 33「国内航空傷害保険、海外旅

行傷害保険への加入」の項を参照してください。 
〔出張許可〕 
出張者が本学の研究者（専任）の場合、必ず出張前に各所属部局長（学部長等）より出張

の許可を受けてください。出張者が他機関に所属する場合は、事前に所属研究機関において

出張の許可を得てください。 
〔海外での支出経費について〕 
・海外で科研費の調査研究のために使用した経費も支出可能です。 
・チップ(gratuity)は次のすべてを満たす場合は支出可能です。 
 a 研究遂行上必要な役務の提供等を受けるにあたり、渡航先の地域の慣例や社会通念上

チップの支払いが必須であること。 
b 領収書に金額が明記されており、提供を受けた役務が明確であること。 

 c 適正な金額である根拠を示せること。 
・海外での経費使用に際し、科研費を持参して使用する必要がある場合は、出発前の仮払い

（概算払い）が可能です。その場合は、仮払い（概算払）依頼書（任意様式）を研究開発

センター宛に提出してください。 
・帰国後、精算の際に必要となる領収書等は大切に保管してください。 
精算の際は、以下の内容が分かる資料（任意様式）を証憑とともに提出してください。 

 「日付・区間・利用交通機関・使用切符等の有無（無しの場合金額の分かる資料を添付）」 
・精算の円換算レートは、原則として出張初日の外貨計算書のレート（両替手数料を含む）

を基準に全日程適用することとします。領収書と併せて外貨計算書もご提出願います。 
・クレジットカードを利用した場合は、カード利用明細に記載のレートを適用いたします。 
・外貨計算書等がない場合は、出張日初日を原則として大学で使用している基準レート※1

で計算いたします。そのため、実際の支払と差額が生じ、場合によってはご負担をいた

だくことがあります。あらかじめ、ご了承ください。 
※１ 適用レート（TTM）計算式＝ (TTB＋TTS)÷２ 
   三菱 UFJ 銀行（三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング）の数値を基に計算します。 
   TTB；Telegraphic Transfer Buying rate, 対顧客電信買＝外貨売却・払出レート 

銀行が顧客に対して外貨を買い取る（外貨を円に交換する）時に用いられる為替 

レート 

   TTS；Telegraphic Transfer Selling rate, 対顧客電信売＝外貨購入・預入レート 

銀行が顧客に対して外貨を売る（円を外貨に交換する）時に用いられる為替レート 

注意事項 
・事前申請が原則です。事後申請の場合、事後理由書の提出を求めることがあります。 
・必要書類提出後に出張日程や内容が変更となった場合には、すみやかに連絡してくださ

い。 
提出書類 
ｐ35参照 

 



 

旅費 －32－ 

補助事業者以外

の国内研究者

（居住者）の国

内旅費 

 

 所得税法第 204 条第１項及び士業報酬に分類される役務（講演、通訳等）の提供を目的と

して発生する旅費には、報酬・謝金と同じ税率で所得税が課され、源泉徴収いたします。 
注意事項 
・次の場合は非課税となります。 

a 業者（旅行業者、交通機関、ホテル等）の請求書により大学が直接業者に支払う場合 
b 補助事業者が業者へ立替払いする場合 

・税額の計算が必要となるため、出張者へお支払いする費用（日当、出張者が立替える宿泊

費・交通費）は原則として事後精算となります。 
・実費を出張者の手取り額となるように計算する場合、当該出張にかかる全体の支出金額は

税額分が増額となりますのでご留意ください。 
 
海外研究者（非

居住者）の招聘

旅費 

 海外に居住する研究者等を日本に招聘する場合は以下の支出が可能です。 
招聘理由書、支払申請書、招聘報告書のほか、使用経費に応じて証憑書類が必要です。 
〔交通費〕 
 被招聘者の海外居住地から日本（入国地・出国地）の往復交通費（実費）。 
注意事項 
・航空機利用の場合、エコノミークラスの利用を原則とし、実費支給します。 
ただし、割引により同便のエコノミークラス普通運賃を上限としてアップグレードするこ

とが可能です。上限額がわかる書類を添付してください。 
・健康上の理由等特別な事情があり、エコノミークラス普通運賃を超えるアップグレードを

希望する場合は、事前に研究開発センターにご相談ください。 
・研究代表者（分担者）が被招聘研究者に同行する場合は、研究代表者（分担者）による交

通費の立替が可能です（領収書不要）。 

〔滞在費〕 
海外研究者の入国の日から出国の日までの滞在費基準額（宿泊費・日当に相当）。 

滞在費（１日単価） 備考 

33,000円（30日まで） 
・基準額より任意の単価へ減額することができる。 

・旅程31日目より基準額が減額される。 
26,400円（31日以降） 

・要人を招聘するため、滞在費の上限を上回る支出を希望する場合は、事前に研究開発セ

ンター室長の承認が必要です。 
〔その他〕 

・予防接種料、旅券交付手数料、査証手数料、入出国税等は支出可能です。 
注意事項 
・海外研究者へお支払いする旅費には、報酬・謝金と同じ税率で所得税が課され、源泉徴収

いたします。ただし、事前に「租税条約に関する届出書」を税務署へ提出することで免税

されます。手続きをご希望の場合は事前に研究開発センターへお申し出ください。 
・次の場合は非課税となります。 

a 業者（旅行業者、交通機関、ホテル等）の請求書により大学が直接業者に支払う場合 
b 学内研究者が業者へ立替払いした場合 

・税額の計算が必要となるため、海外研究者へお支払いする費用（日当、出張者が立替えさ

れた宿泊費・交通費）は原則として事後精算となります。 
・実費を海外研究者の手取り額となるように計算する場合、当該出張にかかる全体の支出金

額は税額分が増額となりますのでご留意ください。 
・必要書類提出後に招聘日程や内容が変更となった場合には、すみやかに研究開発センター

へ連絡してください。 
・海外の口座に支払をする場合は、支払いまで通常２週間程度かかります。 
提出書類 
ｐ35 参照 

 



 

 －33－ 旅費 

学生の調査研究

について 
教育目的での出張費用は支出できません。次の点にご留意ください。 
 研究に必要な場合は、研究代表者（又は分担者）が同行のうえ、大学院生及び学部生に

宿泊の伴う調査研究、学会へ参加（出席・成果発表）させることができます（学部生は国

内出張のみ）。 
やむを得ない理由により研究代表者（又は分担者）が同行できない場合は、研究代表者

（又は分担者）の十分な配慮と責任を要するものとします。学生への指示方法及び緊急時

の連絡方法を、学生と研究者の間で必ず事前に相互確認してください。 
 

〔海外出張に関する注意事項〕 
・本人及びその保証人の承諾（所定様式）と大学院生の所属部局長（研究科長等）の承認

（所定様式）が必要です。 
・学部生を同行させることは原則として認めません。どうしても研究遂行上必要な場合は

研究代表者（又は分担者）の十分な配慮と責任を要するものとし、大学院生と同様の手続

きを経て同行させてください。 
提出書類 
ｐ35 参照 

 
国内航空傷害保

険、海外旅行傷

害保険への加入 

 

 本学教員及び本学学生が航空機を利用して出張する場合は、大学負担で国内航空傷害保

険又は海外旅行傷害保険に加入しますので、出張計画が確定次第、必要書類を提出してく

ださい。特に海外出張の場合は、出発日の 14 日前までに提出をお願いいたします。出発直

前ですと、保険に加入できない場合があります。 
注意事項 
・海外出張の場合に発行される保険証券等は、学内便にて送付します。出張時には必ず携

行願います。携行していない場合、現地で保険対応ができないことがあります。 
・在外研究・研修中に出張する際、自ら任意の旅行保険に加入した場合は、日本発着の海

外旅行傷害保険料の見積金額（(株)橙青）を上限として補助いたします。領収書及び補償

内容の分かる書類をご提出ください。 
 
旅費全般に関す

る留意点 
・出張届は必ず出張前に提出してください（監査での指摘事項となっております）。 

・出張届に支出対象経路を書ききれない場合や複数用務・長期出張等で日当・宿泊費の支

出日を出張届に明示できない場合は、様式Ｒ－１別紙「出張計画書」に記入してくださ

い（同様の内容を満たしていれば任意の様式でも構いません）。学会に参加する場合は、

開催通知やプログラムを併せて提出してください。 

〔先方が経費を負担する場合〕 
・先方負担を伴う旅費については、先方負担分を除いた額の支出が可能です。 
（例）科研費による研究成果の発表について招待講演を依頼され、航空賃と宿泊費が支出

される場合、本学では日当のみ支出。 
〔支度金〕 
・支度金は支出できません。 
〔キャンセル料〕 
・本人の責めによらないやむを得ない事情（地震・台風等の天候不良、疫病の流行等）に

よりキャンセルを余儀なくされた場合は支出可能です。 

  

OKの例 

・海外調査のため航空券を予約していたが、現地で天災が発生し渡航が困難

になったため、フライトキャンセル料が発生した。 

・台風接近の予報により、当初の調査計画の遂行が困難になることが懸念さ

れるため、旅程変更を行いキャンセル料が発生した。 

 NGの例 
海外調査のため航空券を予約していたが、調査箇所を増やし帰国日を延ば

したため、フライト変更手数料が発生した。 



 

旅費 －34－ 

 〔パック料金を利用する場合〕 
・宿泊パック、宿泊プラン等を利用する場合は、領収書の他に、料金に含まれるサービス

の明細（交通費、泊数、朝夕食の有無等）が分かる資料（パンフレット、利用明細、予約

確認メールの写し等）を支払申請書に添付してください。パック料金に観光代金等が含

まれている場合は支出できません。 
〔宿泊代と食事代がセットになっている場合〕 
・宿泊費と朝食代がセットの場合も、宿泊費の上限額以内であれば支出することができま

す。 
・昼食代若しくは夕食代（アルコール不可）がセットになっていて切り離すことができな

い場合は、宿泊費の上限額内であれば支出可としますが、当該日の日当は支出しません。 
〔出張（招聘）報告書〕 
・各日程の用務内容（誰と、どこで、何を行ったか）、出張全体で得られた成果を詳細にご

記入ください。研究打ち合わせ等でレジュメやメールがある場合は添付してください。 
・宿泊費を科研費から支出しない場合でも、宿泊施設名はご記入ください。 

内容が不明な場合は、問い合わせをする場合があります（以下、記入例を参照）。 

 

・出張（招聘）期間終了後、14日以内に出張報告書を提出してください（監査での指摘事

項となっております）。 
 ご提出がない場合は、支出済みの当該旅費を返還して頂きます。 
 ※大学の一斉休業期間等、事務局閉室日は「14 日」の日数には含みません。 
・やむを得ず、事後に出張（招聘）旅費を申請する場合には、出張（招聘）報告書及び必

要書類をすべて揃えて提出してください。 
〔搭乗便の明細〕 
・航空機利用の際は、搭乗便の明細を提出してください（日程、経路、発着地、クラス等）。 
 航空券代を科研費以外から支出する場合（他の用務と切り分け可能な場合）も日当・宿

泊費等の計算のために必要です。 
〔航空券の購入〕 

・予約時に必ず座席指定料が発生する場合は、航空券代として支出可能です。 

・航空券代の支出にあたり、以下の書類が必要となります。 

店頭で購入した場合 
立替の場合は「領収書」、業者に振り込む場合は「請求書」を提出してください。 
クレジットカードで購入した場合 

次のいずれかの書類を提出してください。 
（１）購入時に発行される領収書・お客様控え等（領収されたことが読み取れるもの） 
（２）領収書・お客様控え等がない場合は、次の a 及び b 両方の書類 
a カード会社発行の利用明細書の写し（原則として引落日が当該年度の３月３１日まで

のもの）必要情報（氏名・引落日・利用先・支払金額）以外は塗りつぶして構いませ

ん。 
b 予約明細書・eチケット等 

・割引航空券等により、ビジネスクラス等（プレミアムエコノミー含む）に座席をアップ

グレードする場合は、利用される便と同一の便（同一航空会社・経路・日程・同予約日）

のエコノミークラス普通運賃が分かる資料（航空会社WEBサイト（写）、見積書等）を

提出してください。 



 

 －35－ 旅費 

提出書類（旅費） 

・詳細はｐ29～34をご覧ください。 

■出張旅費の支払申請には、○印のものが必要です。注意事項も必ずお読みください。 
 

提出書類 

研究所属 
研究者 

 
左
記
以
外
の 
研
究
者 

学
生 

海
外
・

被
招
聘

者 

注意事項 
研
究
代
表
者/

分
担
者 

研
究
協
力
者 

海
外
出
張
旅
費
・
招
聘
旅
費
（
提
出
書
類
） 

国
内
出
張
旅
費
（
提
出
書
類
） 

振込口座登録票 
（様式 A-2） 

× ○ ○ ○ ○ 振込先を新規登録・変更する際に提出してください。 

出張届（様式 R-1） ○ ○ ○ ○ × 必要事項を記入し、出張前に提出してください。 

所属長決裁 ○ 
※

１ 

※

２ 

※

３ 
× 

※１ 専任の研究者は、所属長の決裁印が必要です。 

※２ 所属研究機関において、出張の決裁を受けてくださ
い。研究代表者/分担者は、必要に応じて出張者に「出
張依頼書」（様式 R-7）をお渡しください。 

※３ 研究代表者/分担者は必要に応じて出張者に「出張依頼
書」（様式 R-7）をお渡しください。 

宿泊先の請求書又は領収

書（国内の場合のみ） 
○ ○ ○ ○ 

※ 

４ 

事前請求：出張届＋請求書又は領収書及び予約画面等金額
の分かるものを提出してください。 

     支払いまでに 2 週間程度を要します。支払期日
のある請求の場合はご注意ください。 

事後請求：領収書を出張報告書（様式 R-2）又は招聘報告書
（R-4）に添付して提出してください。 

※４ 実費精算する場合のみ必要です。 
出張報告書 
（様式 R-2） 

○ ○ ○ ○ × 
出張後 14 日以内に提出してください。出張日程等に変更が

あった場合は、この書類に基づき精算します。 

航
空
機
を
利
用 

航空券の請求書又は

領収書 
○ ○ ○ ○ ○ 

搭乗券の明細と紐づく情報が記載されているもの。 

搭乗便の明細 
（航空機の経路が明
記されたもの） 

○ ○ ○ ○ ○ 
航空券代を科研費以外から支出する場合も日当・宿泊費等

の計算のために必要です。 

陸
路
で
移
動 

新幹線等交通機関の

領収書、利用日程の

分かる明細 
△ △ △ △ × 

次の場合は提出してください。 

・【国内】日帰り出張、費用の発生しない宿泊先（知人宅
等）を利用する出張 

・【海外】在外研究先を起点とした出張 

※入手ができない場合は、現地で発行を受けたレシート等、
出張実態を確認できるエビデンスを提出してください。 

国
内
の
場
合
不
要 

承
諾
書 

学生用 
（様式 R-6） 

× × × ○ × 

※５ 出張者が本学の大学院生・学部生の場合に必要です。

 

所属部局長の許可 
（様式R-5） 

× × × 
※

５ 
× 

原則、搭乗券の半券又は

パスポートの出入国スタ

ンプ欄（写）。 
○ ○ ○ ○ ○ 

出張報告書（様式 R-2）又は招聘報告書（様式 R-4）に添
付してください（搭乗券の半券又はパスポートの出入国ス
タンプ欄（写）の提出が難しい場合は、日付と便名の記載
された、保安検査証・ご搭乗案内・搭乗証明書のいずれか
を提出してください）。※在外研究先を起点とした出入国
管理を要しない国への出張の場合は不要です。※プリント
アウトした搭乗券は不可。 

招
聘
の
み 

支払申請書（様式 R-3） - - - - ○ 

研究代表者又は分担者が作成してください。 招聘理由書 - - - - ○ 

招聘報告書（様式 R-4） - - - - ○ 

外国送金口座確認票 
（様式 A-3） 

- - - - △ 
被招聘者の海外の銀行口座へ振込をする場合は必要となり

ます。 



 

人件費・謝金 －36－ 

◆人件費・謝金◆ 
 
人件費・謝金

について 
 人件費・謝金とは、研究協力のための役務の提供（資料整理、実験補助、翻訳・校閲、

専門的知識の提供、アンケートの配付・回収、研究資料収集等）に対する報酬、賃金の支

払いのための経費です。  
注意事項 

・課税対象の役務の場合、大学が源泉徴収し納税いたします。 

・研究者の指示のもと、時給（日雇い含む）又は月給により役務の提供を受ける場合は、

大学により雇用の手続きが必要です。指定期日までに必要書類を研究開発センターへ提

出してください。またこの場合、賃金のほか保険料等が支出金額に加算されます。 

・謝金の代わりに「商品券」や「図書券」、「プリペイドカード」等の金券類を渡すことは

避けてください。やむを得ず渡す必要がある場合は、役務提供日が分かる資料、先方と

のメール、金券類の受領確認ができる書類等をもらってください。 
・研究代表者、研究分担者へは人件費・謝金の支出はできません。 
・業者へ業務委託する場合は「その他」（ｐ42～45）となります。 
・海外居住者（又は留学生）に対し日本国内で謝金を支払う際に、租税条約に関する届出

書を提出いただくことにより源泉所得税が免税される場合があります。 
申請を希望する場合は、役務提供日の 10 日前までにご本人のサインが記載された書類を

提出いただく必要があります。様式は研究開発センターWEB ページで取得してくださ

い。 

 
研究補助業務  研究者の指示のもと、時給（日雇い含む）又は月給により役務の提供を受ける場合の必

要書類、役務管理方法等は、次のとおりです。 
〔対象となる主な役務〕 
・資料整理、データ入力、実験補助等。 
〔職種〕 

職 種 支払金額、勤務条件等 加入保険 勤務管理 

臨時職員

（日雇い） 

時給：1,200 円、雇用期間：30 日以内 

学生：1 日 8 時間以内/週 28 時間以内（※1） 

学生以外：1 日 8 時間以内/週 20 時間未満（※1） 

週 6日以内の勤務 

労災 

人事部指定の出

勤報告書にて勤

務日毎に出退勤

時間・役務内容

を記録。 

翌月指定日まで

に研究開発セン

ターへ提出。 

臨時研究 

補助員 

時給 1,200 円  

学生：1 日 8 時間以内/週 28 時間以内（※1） 

学生以外：1 日 8 時間以内/週 20 時間未満（※1） 

週 6日以内の勤務 

Ｒ・Ａ 

 

原則博士後期課程在学生 

時給 2,000 円 週 15 時間以内 

研究補助者 月額固定給（年齢経歴等を勘案し研究代表者・分

担者が決定） 

週５日以内の勤務 

勤務内容

により異

なる。 

労災、雇

用保険、

その他社

会保険 

研究開発センタ

ー指定の出勤表

にて勤務日毎に

出退勤時間・役

務内容を記録。

翌月指定日まで

に研究開発セン

ターへ提出。 

Ｐ・Ｄ 

 

原則博士学位を有する若手研究者 

月額 375,000 円 週５日勤務 

研究支援者 専門分野で特に秀でた技術をもつ学外の研究者 

月額 380,000 円 週５日勤務 

※１ 学内で別業務を兼業している場合は、別業務の従事時間を含め上記範囲の時間内とす



 

 －37－ 人件費・謝金 

ること。 
〔事前提出書類〕 
次の書類を役務提供日の前月 20 日までに研究開発センターへ提出してください。 
・雇用依頼書 
・履歴書（本学在学生の場合は不要） 
※支払申請書は不要です。 
※その他、職種や雇用者により必要となる書類は、必要に応じて別途お知らせいたします。 

 
〔労働時間〕 
・原則、深夜労働（22 時以降翌朝 5 時まで）、時間外労働（1 日の実労働時間が 8 時間超）

を命じることはできません。やむを得ず発生した場合は、割増賃金（25％増）を支払う必

要があります。 
・学生の役務従事時間は、22 時までとしてください。 
・１日の労働時間が 6 時間を超える場合は 1 時間の休憩を取ってください。また、休憩時

間は実労働時間に含めないでください。 

 
〔年次有給休暇（年休）について〕 

・年休の付与対象者 
以下の 2 点をどちらも満たす場合に、年休の付与対象となります。 
① 雇用期間が 6 ヶ月を超える。 
② 全労働日の 8 割以上出勤している。 

・年休の付与日 
採用日から 6 ヶ月経過後（4 月 1 日採用の場合は、10 月 1 日）に付与されます。 

・年 5 日の取得義務化 
 年休が 10 日以上付与される場合には、付与日から 1 年以内に 5 日を取得させる必要が

あります。 
※年休を使用した日の給与は、研究者の直接経費から執行されます。 
※詳細は厚労省リーフレット（年 5 日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説）

をご参照ください＜参照：https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf＞。 

 
〔注意事項〕 
・交通費を支払う場合は、実費（IC 料金）を人件費・謝金として含め支給します。ただし、

定期代の支給を受けている方（学生等で定期券を持っている方を含む）は、その区間につ

いては申請できません。 
・職種や勤務条件によって異なりますが、大学と雇用契約を締結し、各種公的保険（労災

保険、雇用保険等）へ加入します。また、公的保険加入に伴う法人負担分は科研費による

支出とし、毎月精算します。 
・すでに他の経費等により大学に雇用されている場合、重複雇用できないことがあります。 
・出勤表は原則雇用者ご本人により毎月研究開発センター事務局へ直接提出していただき

ます（臨時職員（日雇い）を除く）。 
・雇用契約を締結した方には、コンプライアンス研修の受講と、誓約書の提出をお願いし

ます（臨時職員（日雇い）を除く）。 
・雇用契約を締結した方には、勤務実態について簡単なヒアリングを行うことがあります。 
・作業内容について後日文科省等から提示要求があった場合に開示できるように、関係資

料（入力データ等）を 5 年間保管しておいてください。 
・成果物の提出については、ｐ38「役務における成果物の提出について」を参照してくだ

さい。 

 



 

人件費・謝金 －38－ 

 
 
〔雇用手続き～給与支払いフロー〕 

 
〔上記以外の役務提供（作業報酬等）〕 
・成果物に応じた報酬や、大学外での役務提供により出退勤管理ができない場合は、作業

報告書により管理します。役務提供を受けた後、支払申請書と共に提出してください。 

  
作業報告書 作業場所、作業内容、支払額の根拠を

記載してください。 
・役務提供者１名毎に１枚 
・作業報告書と合わせて成果物の

写し（抜粋可）を提出してくだ

さい。 

 

 
〔注意事項〕 
・必ず事前に役務提供者に業務内容を説明し、了解を得た上で役務の提供を受けてください。 
・文書「マイナンバー制度に関する法政大学の対応について（お知らせ）」をお渡しくださ

い。詳細はｐ40「マイナンバーの取得について」を参照してください。 
・内容により源泉徴収税額が発生することがあります。 
・研究者の立替は認めません。研究開発センターから役務提供者に振り込みます。 
・人事部からの要請により、同姓同名の方を区別するため、またマイナンバー制度対応に伴

い、役務提供者の生年月日と住所、メールアドレス（ない場合は電話番号）、性別を支払

申請書に必ず記入してください。 
・作業内容について後日文科省等から提示要求があった場合に開示できるように、関係資料

（入力データ等）を５年間保管しておいてください。 

 
役務における 

成果物の提出 

について 

文部科学省が発表したガイドライン「研究機関における公的研究費の管理・監査のガ

イドライン（実施基準）」（平成 26 年 2 月 18 日改正）により、役務等に対しても成果物

の提出が必要となりました。 
以下に該当する役務の提供を受けた場合は、出勤報告書や支払申請書とともに成果物

の控え、コピー等（又は明細の分かるもの）を研究開発センターへ提出してください。 
〔対象役務〕 

・データベース、プログラム、デジタルコンテンツ作成等、役務の成果を表せるもの

（出勤表にて勤怠管理したものを含む）。 
 
 
 
 

≪研究者≫

雇用依頼書等を提出

≪研究開発センター≫

・人事決裁

★書類準備（出勤報告書、
労働条件通知書等）

≪研究者≫

雇用者へ★の書類を渡す

≪研究者・雇用者≫

出勤報告書による

勤怠管理

≪雇用者≫

出勤報告書を研究開発

センターへ提出(月締め)

≪人事部≫

雇用者へ給与振り込み

（大学口座より立替）

≪研究開発センター≫

人件費試算額（保険料含む）
を研究者の収支簿へ登録

≪人事部・研究開発センター≫

雇用期間終了後、決算額を算出し、科研費
口座より大学口座へ振替精算



 

 －39－ 人件費・謝金 

 
 
講演料・通訳料 
 

〔基準額〕 

 講演料 １講演あたり 50,000 円（税抜）が上限  

通訳料 
１時間あたり 
本学専任教員   10,000 円（税抜）が目安 

〃   以外 15,000 円（税抜）が目安 

通訳を業者が行った場合は、

「謝金」ではなく「その他」の

費目で支出します。 

注意事項 
・研究者からの申請に基づき、原則として研究開発センターから役務提供者に振り込みま

すが、やむを得ず研究者が立て替えた場合は必ず役務提供者から研究者宛の領収書を受

領し、支払申請書に添付して提出してください。 
・人事部からの要請により、同姓同名の方を区別するため、役務提供者の生年月日と住所

を支払申請書に必ず記入してください。 
・交通費を支払う場合は実費を人件費・謝金に含めて支給できますが、謝金と同じ税率で

所得税が課され、源泉徴収いたします。ただし、定期代の支給を受けている方（学生等

で定期券を持っている方を含む）は、その区間については申請できません。 
提出書類 
ｐ41 参照 

 
 

翻訳・校閲料 〔基準額〕 

 
翻訳料 日本語 400 字あたり 4,800 円程度 業者に委託した場合は、「謝金」ではな

く「その他」の費目で支出します。 校閲料 外国語 300 語あたり 2,600 円程度 

注意事項 
・人事部からの要請により、同姓同名の方を区別するため、役務提供者の生年月日と住所

を支払申請書に必ず記入してください。 
提出書類 
ｐ41 参照 

 
アンケートの 

回答 
〔基準額〕 
・１回あたり、1,100 円 
提出書類 

ｐ41 参照 
 
専門的知識の 

提供 
 資料閲覧・情報提供等、研究遂行上必要であれば支出することができます。 
〔基準額〕 
・謝金の性格上、目安となる基準単価は定めておりませんが、時間や内容に応じて単価を設定

する等、支払金額の根拠が分かるようにしてください。 
注意事項 
・特に提出は求めませんが、作業内容について、後日文部科学省等から提示要求があった場合

に開示できるように、関係資料（インタビュー記録等）を５年間保管しておいてください。 
提出書類 
ｐ41 参照 

 
 
 
 
 



 

人件費・謝金 －40－ 

 
 
謝礼の品  依頼する役務の内容により謝礼の品で代用することも可能です。この場合も謝金として

支出します。ただし手土産代の支出はできません。 
〔基準額〕 

3,000 円程度のお菓子等 
※酒、煙草、化粧品等の嗜好性が強いものは不可。 
提出書類 
ｐ41 参照 

 
マイナンバー

の取得につい

て 

 2016 年 1 月からマイナンバー制度導入により、本学より人件費・謝金（謝礼の品を除

く）を受け取る方全員を対象として、マイナンバー（個人番号）の取得を行っております。 
 人件費・謝金の発生する役務を依頼される際、必ず文書「マイナンバー制度に関する法

政大学の対応について（お知らせ）」をお渡しする必要があります。 
 研究補助業務による雇用の場合は、研究開発センターにて決裁後、出勤報告書とともに

当該文書を用意いたします。 
また、雇用以外で役務の提供を受ける場合は、研究開発センターWEB ページより当該

文書をダウンロードし、渡してください。 
注意事項 

・役務提供者より個人番号の提供を受けることはしないでください。 

・本学では安全管理の面から個人番号取得に関してはすべて委託業者（ヤマトシステム株

式会社）が行います。支払申請書等にご記載頂いた役務提供者のご住所へ、委託業者よ

り「個人番号取得依頼」が郵送されます。 
・個人番号の提供について、役務提供者より拒否の意思表示があった場合は、可能な限り

その理由をお知らせ願います（積極的に確認する必要はありません）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 －41－ 人件費・謝金 

提出書類（人件費・謝金） 

・ｐ36～40もご覧ください。 

■謝金の支出基準額と、謝金の支払申請に必要な書類です。「支払申請書（謝金）」（S-1）とあわせて提出

してください。 

基準額 提出書類 

研究補助業務 

臨時職員（日雇い） 

臨時研究補助員：1,200 円/時間 

Ｒ・Ａ：2,000 円/時間 

研究補助者：研究者が決定（月給） 

Ｐ・Ｄ：375,000 円/月 

研究支援者：380,000 円/月 

【雇用前】 

・「雇用依頼書」 
・履歴書（本学学生除く） 
【雇用開始後】 

・「出勤報告書」（雇用決裁後、研究開発センターより

様式を提供いたします） 
※月末締めで翌月指定日までに提出してください。 
※「支払申請書（謝金）」（様式S-1）は不要です。 

研究補助業務（作業報酬等） 

成果物に応じて研究者が決定 

・「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 
・「作業報告書」（様式 S-3）及び成果物抜粋 

講師謝礼・講演謝礼等 

・1 講演あたり、上限：50,000 円（税抜） 
通訳料 

・本学の専任教員：目安：10,000 円/時間（税抜） 
・上記以外の個人：目安：15,000 円/時間（税抜） 

「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 
以下の内容が分かるもの（任意様式） 
・実施を証明するもの 

日時/場所が明記された開催通知、プログラム、実

施報告書等 

翻訳・校閲料（本業以外の方へ依頼した場合の目安） 

・翻訳：日本語 400 字あたり概ね 4,800 円 
・校閲：外国語 300 語あたり概ね 2,600 円 

「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 
以下の内容が分かるもの（任意様式） 
・金額根拠（様式 S-1 へ記入） 
・成果物抜粋 

アンケートの回答 

・1 回あたり、1,100 円 
「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 
≪人数が多い場合（任意様式）≫ 
・「支払申請書（謝金）」全員分合わせて１枚 
・謝金支払者リスト（氏名、住所、生年月日、振込先

明記） 
・実施日時、場所等のわかる書類 

謝礼の品 「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 

専門的知識の提供・インタビュイー 

（例：アテンド、コーディネート、資料閲覧や情報提

供のお礼等単価を定めることが難しいもの） 
研究遂行上、必要であれば支出できますが、謝礼の性

格上、基準単価は定めておりません。支出にあたって

は、常識の範囲を超えない妥当な根拠（積算）が必要

です。 

「支払申請書（謝金）」（様式 S-1） 
また以下の内容が分かるもの（任意様式） 

・実施を証明するもの（レポート等） 

・金額根拠（様式 S-1 へ記入） 

例）現地調査のアテンド 20,000 円/1 日を 3 日分で
60,000 円とする。等 

＜注意事項＞ 

1 通訳、翻訳・校閲、テープ起こし等を業者に依頼した場合は、「謝金」ではなく「その他」の費目で申請

してください。 
2 研究代表者、研究分担者へは謝金の支出はできません。 
3 謝礼の品の場合も「支払申請書（謝金）」（様式 S-1）で申請してください。 
4 役務の成果を示せるものは、役務内容に関わらず成果物の控え・コピーを提出してください。 



 

その他 －42－ 

◆その他◆ 
 
 「その他」の費目には、当該研究を遂行するために必要な経費で他の支出費目に入らない以下の費用等が

該当します。 
 なお、業務委託について、契約（発注）金額が 50 万円（税込）超の場合は、原則として２社以上、300 万

円（税込）超の場合は３社以上の見積書が必要です。必ず事前に研究開発センターに相談してください。 
 具体的な手続き及び必要書類についてはｐ24 及びｐ27 を、特殊役務の検収についてはｐ17 を参照してく

ださい。 
印刷費  研究成果の発表や研究に関連する講演会等の開催通知、資料等を作成するための経費で

す。 
 当該研究成果の取りまとめに必要な経費のみ支出が可能です。また、名刺代は支出でき

ません。 
 業者への業務委託の場合は、成果物（印刷物）の控え・コピー等を提出してください。 

 
機器修理費  科研費で使用する機器の修繕に係る費用に限ります。 

 修理完了後、完了報告書を提出してください。 

 
通信・運搬費 

（送料・切手・ 

電話代） 

 電話代は、利用日・金額の特定できるもの（電話会社の請求書、出張先ホテルの領収書等）

がある場合は支出できます。プリペイド式携帯電話のチャージ料やモバイルのチャージ料等

汎用性の高いものは研究との直接の関係を記載した理由書（様式任意）の添付が必要です。 
 検収を受けるための送料は支出できません。また空港や大学から自宅へ荷物を送付する

場合等、私用と研究目的との区別が不明瞭な場合は理由書（様式任意）の添付が必要です。 
 切手代の支出の場合は、枚数にかかわらず郵便物と送り先名の説明（様式任意）が必要

です。 

 
現像・焼付費  フィルム代は消耗品費で支出します。 

現像（プリント）した写真は、領収書単位でファイリングの上５年間保管し、会計検査

院の検査や学内監査時に提出を求められた場合、ただちに応じることができる状態にして

おいてください。 
 
学会参加費  学会参加費は支出可能です（旅費を伴わない場合でも支出できます）。支出に際し、開催

通知やプログラム等が必要です。 

  
 研究協力者の学会参加については、当該研究との関連性を書いた理由書の提出を必須と

し、その関連が認められる場合には支出可とします。 
※学会参加費に食事代が含まれている場合、食事代は支払うことはできません。ただし、

学会参加費と食事代が一体で不可分の場合は、全額学会参加費として支出可能です。 

※学会年会費は、当該学会の活動に参加することが、科研費の研究の遂行のために必要で

あるならば支出可能です。また、年会費と大会参加費（会員価格）の合計が大会参加費

（非会員）の同額以下である場合等、経済的合理性が認められる場合も支出可とします。 
※学会参加費を学会開催前に事前申請し、その支払いを受けた後に、学会参加をとり止め

る場合は、研究開発センターに必ず連絡してください。 

 
複写費 

（コピー代） 
 コピーカードを購入した場合は、支払申請書に領収書と使用済みのカードを添付してく

ださい。 
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研究成果発表費  学会誌論文掲載料、論文別刷代等の経費です。 
 成果物（掲載論文、ホームページの画面コピー等）の控え・コピー等を提出してくださ

い。 
 
会議費  研究に必要な会議や情報交換・打合せのための、会場借料、飲食代（アルコール類を除

く）等の経費です（懇親会のための費用は支出できません）。飲食代は、１回の会議につき

１人当たり 2,000 円を上限とします。 

＊支出に際し、以下の内容の分かる書類が必要です。 
・会議の内容、開催の日時・場所等の分かる書類（開催通知、プログラム等） 
・参加者リスト（氏名、所属、職位等を明示） 

＊会場が会議室、教室、研究室ではない場合（飲食店等）、当該会場で実施する理由を会議

費明細書へ記入してください。 
 
レンタル費・ 

研究実施場所 

借り上げ費 

 理由書（任意様式）を提出してください。なお、レンタルの期間は科研費の研究期間に

限り、科研費（補助金分）については単年度ごとの契約が必要です。科研費（基金分）に

ついては研究期間内に限り、複数年度にわたる契約が可能です。利用期間、料金内訳の分

かる資料が必要です。 
なお、任意で加入する保険料・保証料については原則支出できません（レンタカーの免

責補償料等、借用の際に加入することが一般的に必要であると判断できるものについては

支出可）。 
 
タクシー代  公共交通機関がある場合は、原則としてタクシーの利用はできません。やむを得ずタク

シーを利用した場合には、領収書と移動経路、理由書（任意様式）の提出が必要です。 
 
旅費以外の 

交通費 
 日帰り出張における片道 70 ㎞未満の電車・バス・タクシー代等は、「旅費」ではなく「そ

の他」として支出します（定期代の支給を受けている方（学生等で定期券を持っている方

を含む）は、その区間については申請できません）。この場合、移動日、移動経路、金額、

交通費の使用目的等を記載した書類、金額の分かる客観的資料（海外の場合）を提出して

ください。 
※座席にグレードがある場合は原則、普通席相当とし、アップグレードする場合は理由が

必要です。 

※所得税法第 204 条第 1 項及び士業報酬に分類される役務（講演、通訳等）の提供を目的

として発生する交通費には、報酬・謝金と同じ税率で所得税が課され、源泉徴収いたし

ます。この場合、経費費目は「人件費・謝金」として処理いたします。 

  
 
クラウドサービ

ス、ソフトウェ

アライセンス利

用料 

 レンタルサーバ利用料や期限付きソフトウェアライセンス使用料等の経費です。 
＊支出に際し、以下の書類が必要です。 
 ・契約内容の明細が分かる書類（利用期間、容量、ライセンス番号等） 
 ・当該サービスの利用を確認できる書類（起動画面のコピー等） 
※一部科研費用務以外に使用される場合は、契約内容の妥当性を確認させて頂くことがあ

ります。 
また、ダウンロードした端末で無期限使用できるソフトウェアや、ソフトウェアのバー

ジョンアップ費用は「物品費」での支出となります。 
応用ソフト費  パソコンを購入した際に併せてウイルス対策ソフトを購入した際には、ウイルス対策ソ

フトは物品費には含めず、「その他」での支出となります。 

 
臨時に必要とな

る託児料 

 学会・研究集会等に参加するに当たって臨時に必要となる託児料は支出可能です。 
ただし、日常的に必要となる託児料については支出できません。 
また、託児料は給与所得又は雑所得として扱うため、課税対象となります。 

 
その他 入館料や拝観料等、上記以外の必要経費。 

明細の分かる領収書が必要です。業者への委託とみなされる役務については検収が必要と

なります。ｐ17「特殊な役務における成果物の検収について」を参照してください。 
また、業務委託の手続きについては次のページを参照してください。 
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業務委託費 業者への業務委託（調査依頼や、翻訳・校閲業務委託、テープ起こし等）の場合は、委

託概要を明記し、成果物の控え・コピー等（又は明細が分かるもの）を一部抜粋で構いま
せんので、提出してください。 
 成果物の控え・コピー等の提出が難しい場合は完了報告書を提出してください。 
 業者への業務委託の場合、以下のとおり１回の発注での予定額（税込）が 50 万円以下と

超える場合とで調達方法が異なります。 
 

50 万円以下の業務委託                     50 万円超の業務委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究開発センターから研究者に業者
決定の連絡及び業者に発注 

研究開発センターにて見積書合わせ  
※２社以上（300万円超は3社） 

及び業者の決定 

調達依頼書の記入 
※希望業者がある場合は未開封の見積書
（宛名は研究者氏名）を取得する 

調達依頼書を研究開発センターへ提出
添付するもの： 

・参考見積書 
・仕様書 
・（必要に応じて）未開封の見積書 

納 品 

成果物と領収書又は請求書、納品書

を受領 

研究開発センター 

に連絡 
業者に直接発注 

支払申請書を研究開発センターに提出 

申請書に添付するもの： 

支払申請書、領収書又は請求書、納

品書、成果物の控え・コピー等（又

は明細がわかるもの） 

調達予定金額の決定 
仕様書を作成し、参考見積を取得する。 

請求書・納品書・成果物を研究開発セ
ンターに提出 

※役務検収についてはp.17参照のこと。 
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提出書類（その他） 

・ｐ42～44もご覧ください。 

■その他費目の支払申請に必要な書類です。 
「支払申請書（その他）」（様式 H-1）とあわせて提出してください。 
 

支出内容 提出書類 

印刷費 
領収書 
（業者払いの場合は請求書及び成果物の控え・コピー） 

機器修理費 
（科研費で使用する機器に限る） 

領収書、完了報告書 
（業者払いの場合は請求書） 

通信運搬費 
（送料・切手・電話）（検収目的の送料は不可） 

領収書、使途のわかるもの 
（業者払いの場合は請求書） 

現像・焼付費（フィルム代は消耗品費） 領収書（業者払いの場合は請求書） 

学会費（学会参加費） 
領収書（業者払いの場合は請求書） 
開催通知・プログラム等 
学会年会費の場合は、学会年会費申請理由書（様式有） 

複写費 
（コピーカードの場合は使用済カードを添付） 

領収書（業者払いの場合は請求書） 
使用済カード（コピーカードの場合） 

研究成果発表費 
（学会誌投稿、論文別刷、HP 作成費用等） 

領収書（業者払いの場合は請求書） 
成果物、献本リスト（論文別刷の場合） 

会議費（会場借料・アルコールを除く食事代） 

領収書（業者払いの場合は請求書） 

会議明細 
（様式 H-2 又は任意様式で日時・場所・内容・参加者

リストを記載） 

レンタル費用 
（物品・自動車・携帯電話・研究場所借上げ等） 

領収書、明細（レンタル期間、料金内訳が分かるもの） 
（業者払いの場合は請求書） 
理由書（又は備考欄に記入） 

タクシー代 
（公共交通機関がある場合は原則不可） 

領収書（業者払いの場合は請求書） 

日付・経路・金額・目的 
（任意様式又は備考欄に記入） 

交通費 
（タクシー除く） 

日付・経路・金額・目的 
金額のわかる客観的資料（海外の場合） 
（任意様式又は備考欄に記入） 

クラウドサービス、ソフトウェアライセンス利用

料 

領収書（業者払いの場合は請求書） 
契約内容の明細が分かるもの（利用期間、容量、ライセ

ンス番号等） 
当該サービスの利用を確認できる書類（起動画面のコ

ピー等） 

臨時的に必要となる託児料 
領収書（業者払いの場合は請求書） 
参加した学会等の開催日時が分かる書類、理由書 

業務委託費（50 万円以下）（業者への調査依頼等） 
※50 万円超の場合は前頁参照 

領収書（業者払いの場合は請求書） 
成果物の控え・コピー等（又は明細が分かるもの） 

その他（入館料等） 領収書 
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法政大学公的研究補助金等に関する不正防止ガイ

ドライン 

規定第917号 

 第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 このガイドラインは，公的研究補助金等の適切

な運営・管理を行い，不正を防止するための必要な

事項について定める｡ 

（定義） 

第２条 このガイドラインにおける用語の定義は，次の

各項に定めるとおりとする。 

１ 「公的研究補助金等」とは，国や独立行政法人，地

方公共団体等の機関が交付する学外の資金のうち，

公募により本学専任教員及び本学専任教員以外で

本学が応募資格を付与した者が採択されたもの，又

は，本学専任教員が受託研究等として契約したもの

をいう。 

２ 「不正使用等」とは，第1号から第７号の行為をいう。 

（１）故意若しくは重大な過失により公的研究補助金等

を他の用途へ使用すること。 

（２）公的研究補助金等の交付の決定の内容やこれに付

した条件に違反し使用すること。 

（３）預け金とは，業者に架空取引を指示する等して，

虚偽の請求書等を作成させることにより，本学から

研究費を支出させ，そのお金を業者に管理させるも

の。 

（４）プール金（カラ出張，カラ謝金）とは，出張申請

や出勤簿の改ざん等により旅費や謝金等を不正に

請求する等して，そのお金を研究者等が管理するも

の。 

（５）書類の書換え（差替え，品替え，品転）とは，業

者に虚偽の請求書等を作成させることにより，本学

から研究費を支出させ，実際には契約した物品とは

異なる物品に差し替えて納入させるもの。 

（６）本学が定める「法政大学公的研究補助金等に関す

る不正防止ガイドライン」等に違反すること。 

（７）その他法令等に違反して公的研究補助金等を使用

すること。 

３ 「研究者」とは，競争的資金制度，公募型の研究制

度の公的研究補助金等を執行する本学専任教員及

び本学専任教員以外で本学が応募資格を付与した

者，又は，受託研究等の公的研究補助金等を執行す

る本学専任教員をいう。 

（関係法令等の遵守） 

第３条 研究者は，公的研究補助金の執行にあたって，

関係法令及び当該公的研究補助金等執行基準等の

ほか，学内の関係諸規程等の定めに従い，公的研究

補助金等を公正かつ適正に取り扱わなければなら

ない。 

 

第２章 組織体制 

 

（学内の責任体制） 

第４条 公的研究補助金等に関する組織体制について

は，別に定める「公的研究補助金等に関わる職務権

限規程」に拠る。 

（不正防止計画推進部局） 

第５条 本学における公的研究補助金等の不正使用等

の防止・対策を担当する部局は研究開発センターと

する。 

２ 不正防止計画推進部局の業務は，不正防止対策の基

本方針に基づき，次の各号に定めるとおりとする。 

（１）不正防止計画の策定 

（２）不正防止計画の周知に関わる教育・研修の実施 

（３）相談窓口の設置 

（４）研修会受講履歴の管理 

（５）研修会理解度検証のためのアンケート調査及び保

管 

（６）「公的研究補助金等の適切な運営・管理のための

コンプライアンス研修及び誓約書に関する規則」第

３条に定める誓約書の入手及びその管理 

（７）その他公的研究補助金等の防止及び対策に必要な

研究者への情報提供 

（通報制度） 

第６条 監査室は，通報制度（公的研究補助金等の不正

使用に関するものに限定する。）を整備しなければ

ならない。 

 

第３章 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

 

（ルールの明確化・統一化） 

第７条 研究開発センターは，公的研究補助金等の事務

処理手続きに関する必要な規則を作成しなければ

ならない｡ 

（研究開発センター） 

第８条 研究開発センターは，公的研究補助金等に関す

る事務全般を行い，研究者の事務処理手続を支援す

る。 

（職務権限の明確化） 

第９条 公的研究補助金等に関する事務の職務権限に

ついては，別に定める「公的研究補助金等に関わる

職務権限規程」に拠る。 

（責任者の処分） 

第１０条 公的研究補助金等の職務権限規程第３条に
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掲げる各責任者は，職務権限の範囲において管理監

督の責任が十分果たされず，結果的に不正を招いた

場合は処分の対象となる。 

（研究者の遵守事項） 

第１１条 研究者は，公的研究補助金等の管理を行う場

合は，次に定める要領を遵守し，所定の書類を研究

開発センターに提出しなければならない。 

（１）科学研究費助成事業は法政大学科学研究費助成事

業取扱要領 

（２）科学研究費助成事業以外の公的研究補助金等 研

究費使用要領又はあらかじめ定められた取扱要領 

（３）法政大学公的研究費物品類検収マニュアル 

（物品等の検収窓口） 

第１２条 物品等の検収窓口は，法政大学科学研究費助

成事業取扱要領に記載された場所とする。 

（研究者の責任範囲） 

第１３条 研究者の責任範囲は次のとおりとする。 

（１）公的研究補助金等に関する執行責任 

（２）支払いにあたって，必要な書類等の提出 

（３）前号の書類に記載された事項についての説明責任 

（４）研究行為や物品の使用状況についての説明責任 

（５）その他内部監査等において求められた事項に対す

る説明責任 

 

第４章 コンプライアンス研修 

 

（関係者の意識向上等） 

第１４条 不正防止計画推進部局である研究開発セン

ターは，公的研究補助金等の管理における倫理意識

向上のため，別に定める「公的研究補助金等の適切

な運営・管理のためのコンプライアンス研修及び誓

約書に関する規程」第２条に従い，毎年度コンプラ

イアンス研修等を実施する。 

（理解度アンケートの提出） 

第１５条 「公的研究補助金等の適切な運営・管理のた

めのコンプライアンス研修及び誓約書に関する規

程」第２条に定める研修対象者は，研修会に参加し

なければならない。 

２ 研修会参加者は研修内容理解度アンケート調査に

回答し，不正防止計画推進部局に提出しなければな

らない。 

３ 不正防止計画推進部局は，前項に定めるアンケート

を，文書保存規程に従って保管することとする。 

 

第５章 相談窓口及び通報受付窓口等 

 

（相談窓口の設置） 

第１６条 公的研究補助金等の事務処理手続きに関す

る相談窓口，使用ルールに関する相談窓口を研究開

発センター市ヶ谷事務課，多摩事務課，小金井事務

課に設置する。 

（通報受付窓口の設置） 

第１７条 本学における公的研究補助金等の不正使用

に関する学内外からの通報等に対応するため，通報

受付窓口を設置する。 

２ 通報受付窓口は，監査室及び総長の指定する弁護士

（以下「弁護士」という。）とし，通報受付窓口の責

任者は監査室長とする。 

（通報等の取扱い） 

第１８条 監査室は，通報を受け付けたとき又は弁護士

から通報を受けた旨の連絡があったときは，直ちに

高管理責任者に報告するとともに，「公的研究補

助金等に係る不正に関する通報制度運用規程」に基

づき，対応しなければならない。 

 

第６章 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画

の策定・実施 

 

（不正の公開と再発防止） 

第１９条 「公的研究補助金等に係る不正に関する通報

制度運用規程」第１３条に定める調査委員会におい

て，公的研究補助金等の管理に不正が確認されたと

き， 高管理責任者は，不正が確認された事案を学

内に公表し，問題の共有化を図り，再発防止に努め

なければならない｡ 

（不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定） 

第２０条 研究開発センター室長は，不正防止計画推進

担当を研究開発センターに設置し，不正の要因等を

把握し，具体的な対策を講じなければならない。 

 

第７章 研究費の適正な運営・管理活動 

 

（適正な運営・管理活動） 

第２１条 部局キャンパス責任者は，公的研究補助金等

の適正な管理を行うために，次の各号に定める事項

を行う。 

（１）公的研究補助金等に関する収支簿を定期的に研究

者に送付する等，予算の計画的執行のために研究者

が支出の状況を把握できる体制を整えること。 

（２）原則として，支払申請書を複数名で検査すること。 

（３）物品費の支出を適正に行うために担当者を定め，

物品の納入を検収させること｡ 

（旅費，謝金の適正管理） 

第２２条 監査部門は，公的研究補助金等に関する旅費，

謝金の支出が適正に執行されていることを監査す

るため，内部監査において，監査実施年度分につい
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て抽出し，研究分担者や謝金受領者に対して事実確

認する。 

（業者等への対応） 

第２３条 経理管理統括責任者又は部局キャンパス責

任者は，業者等に公的研究補助金等の学内規則を説

明し，遵守させるとともに，公的研究補助金等の適

正使用を促す。 

２ 高管理責任者は，公的研究補助金等に関して不正

な取引に関与した業者があるとき，公的研究補助金

等に係る不正に関する通報制度運用規程第２９条

を適用する。 

３ 業者は，本学の求めに応じ誓約書を研究開発センタ

ーに提出しなければならない。 

（研究者及びその親族が経営する会社への対応） 

第２４条 研究者は，公的研究補助金等の運用において，

本人及びその親族が経営する会社等と取引を行う

ときは，あらかじめ経理統括管理責任者に申告し，

高管理責任者の許可を得なければならない。 

２ 前項に定める場合において， 高管理責任者の許可

が無い場合は，研究者は，本人及びその親族が経営

する会社等と取引することができない。 

 

第８章 内部監査及びモニタリング 

 

（監査等） 

第２５条 学校法人法政大学の監事，監査室及び監査補

助員を監査部門という。 

２ 監査部門は，定期的に又は臨時に監査等を行い，公

的研究補助金等の執行手続きの適切性の検証を行

う。 

３ 監査部門の監査において，研究者，研究分担者，及

び関係先から事実確認を行うことができる。 

４ 前項の事実確認において不正とみなされる恐れが

あるときは，研究者に対し直接指導する。 

（監査結果の公表） 

第２６条 研究者の適正な執行に関する理解を深める

ために，前条２項に規定する監査等の結果を受け，

必要に応じて研究者に対し文書で指導する。 

（モニタリング） 

第２７条 統括管理責任者は，不正防止計画推進部局か

らの報告に基づき，不正防止計画の実施状況を 高

管理責任者に報告する。 

（事務） 

第２８条 このガイドラインに係る事務は，研究開発セ

ンターが主管する。 

（ガイドラインの改廃） 

第２９条 このガイドラインの改廃は，総長が行う。 

 

付 則 

１ このガイドラインは，２００７年４月１日から施行

する。 

２ このガイドラインは，２０１５年４月１日から一部

改正し施行する。 

３ このガイドラインは，２０１６年４月１日から一部

改正し施行する。 

 

 

公的研究補助金等に係る不正に関する通報制度運 

用規程 

規定第920号 

（目的） 

第１条 法政大学公的研究補助金等に関する不正防止

ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）第１

７条に基づき，公的研究補助金等の不正使用に関す

る学内外からの通報（以下「通報」という。）の運用

について定める。 

（通報の受付窓口） 

第２条 通報受付窓口は，監査室及び総長の指定する弁

護士（以下「弁護士」という。）とする。 

２ 通報を受けた弁護士は，監査室に対し通報内容を連

絡する。 

３ 通報を受け付けたときは，監査室は，通報者に対し，

文書によりすみやかに通報を受け付けた旨を通知

する。なお，弁護士を受付窓口とした通報について

は，弁護士を通じて当該通報者に文書によりすみや

かに通報を受け付けた旨を通知するものとする。 

（通報の受付体制） 

第３条 不正使用の疑いがあると思料する者は，何人も，

書面，ファクシミリ，電子メール，電話又は面談に

より，通報受付窓口に対して通報を行うことができ

る。 

２ 通報は，原則として顕名による。 

（通報者） 

第４条 本通報制度を利用し，通報できる者は，本学の

教職員及び本学に関係する者（以下「教職員等」と

いう。）並びに取引業者等の外部の者（以下「外部等」

という。）とする。 

（通報努力） 

第５条 通報者は，違法行為が発生し又は発生する恐れ

があると判断した場合には，自己の関与に係わらず，

通報受付窓口に通報することにより当該違法行為

等の是正・防止に努めるものとする。 

（通報の誠実性） 

第６条 通報受付窓口への通報は，違法行為等に関して

客観的で合理的根拠に基づいて誠意あるものに限

られるものとし，通報者は，個人的利益を図る目的，
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私怨又は誹謗中傷を目的とする通報（以下「不当通

報」という。）を行ってはならない。 

２ 通報者は，通報する際には，客観的合理的根拠とそ

れに基づく推測とを区別して述べ，噂を含むあいま

いな事実を客観的事実として断言したり，誤解を与

えるような表現は避けるようにしなければならな

い。 

（不正使用に係る調査） 

第７条 この規程に定める不正使用の調査は，予備調査，

本調査並びに再調査とする。 

（予備調査の事前体制） 

第８条 監査室は，通報を受け付けたとき又は弁護士か

ら通報を受けた旨の連絡があったときは，直ちに予

備調査の事前調査として，通報者への照会（通報の

事実確認），証拠の提出等事実関係調査を開始する。

この場合において，調査に際し関連部局の協力を求

めることができる。 

２ 監査室は事実関係調査結果をガイドラインに定め

る 高管理責任者，統括管理責任者，コンプライア

ンス推進責任者に報告する。 

（予備調査） 

第９条 予備調査は，次のいずれかに該当する場合に行

うものとする。 

（１）通報又は告発を受付けたとき 

（２）第３条の情報提供について，情報提供された内容

が大学教員就業規則第４７条又は職員就業規則第

７４条に規定する懲戒事由のいずれかに該当する

おそれがあると 高管理責任者が判断する場合又

は必要があると 高管理責任者が判断する場合 

（３） 高管理責任者が，通報等の有無に関わらず，相

当の信頼性にある情報に基づき，不正使用の存在の

可能性があると判断し，予備調査の実施を命じた場

合。 

２ 高管理責任者は，予備調査の対象となった通報等

の内容（以下「調査対象案件」という。）に沿った調

査適任者を委嘱し，予備調査委員会を設置しなけれ

ばならない。 

３ 予備調査委員会は，通報等に係る書面（情報提供内

容を記録した書面を含む。） 及び通報者等からの

事情聴取に基づき，不正使用の存在の有無の可能性

を調査する。 

４ 予備調査委員会は，必要があると認める場合，不正

使用審議対象研究者（以下「調査対象者」という。）

から事情聴取をすることができる。 

５ 予備調査委員会は，予備調査の結果を 高管理責任

者に報告しなければならない。 

６ 高管理責任者は，前項の報告に基づき，本調査の

要否を決定する。 

７ 高管理責任者は，前項の決定結果を調査対象案件

に係る配分機関に報告する。 

８ 第６項に規定する本調査の要否の決定及び前項に

規定する配分機関への報告は，第１項第１号及び第

２号の規定に該当する事案にあっては通報等を受

付けてから，同項第３号の規定を適用する事案にあ

っては 高管理責任者が当該事案について不正使

用の存在の可能性があると判断したときから，３０

日以内とする。 

（予備調査に代わる調査） 

第１０条 高管理責任者は，法政大学公的研究補助金

等に関する不正防止ガイドライン第２５条に規定

する監査等の結果に基づき，不正使用の存在の可能

性が高いと判断した場合は，監査等の結果を予備調

査とみなし，本調査の要否を決定することができる。 

２ 前項に規定する決定の結果を，予備調査に代わる監

査等の対象となった事案に係る配分機関に報告す

る。 

３ 第1項に規定する本調査の要否の決定及び前項に規

定する配分機関への報告は， 高管理責任者が第1

項に規定する予備調査に代わる監査等の結果の報

告を受けてから３０日以内とする。 

（調査協力義務） 

第１１条 予備調査委員会及び調査委員会（再調査委員

会を含む。）の調査を受ける調査対象者は，調査に協

力をする義務及び積極的に真実を述べる義務を負

うものとする。 

（不正使用審議対象研究者への通知） 

第１２条 高管理責任者は調査対象者に対し，調査委

員会の設置及び調査内容等を文書で通知しなけれ

ばならない。 

（調査委員会） 

第１３条 高管理責任者は，第９条第６項又は第１０

条第1項の規定により本調査の実施を決定した場合

は，速やかに本調査を開始しなければならない。 

２ 高管理責任者は，本調査を実施するための委員会

（以下「調査委員会」という。）を置く。 

３ 調査委員会は，以下の委員をもって構成する。 

（１）統括管理責任者 

（２） 高管理責任者が委嘱する教員 若干名 

（３）監査室長，総務部長 

（４）弁護士，公認会計士等の第三者から 高管理責任

者が委嘱する者 若干名 

（５）その他， 高管理責任者が必要と認めた者 若干

名 

４ 前項に規定する委員は，本学，通報者等及び調査対

象者と直接の利害関係を有しない者でなければな

らない。 
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５ 調査委員会に委員長を置き，第３項第1号に規定す

る委員をもって充てる。 

（本調査の実施） 

第１４条 調査委員会は，不正使用の有無，その内容，

不正使用に関与した者及びその関与の程度，不正に

使用した金額等について調査する。 

２ 調査委員会は，本調査の実施にあたって，調査方針，

調査対象，調査方法等について，調査対象案件に係

る配分機関に報告し，事前に協議しなければならな

い。 

３ 調査委員会は，通報者等，調査対象者その他調査対

象案件の関係者（以下「関係者」という。）に対し，

関係資料の提出，事実の証明，事情聴取その他本調

査に必要な事項を求めることができる。 

４ 本調査にあたって，通報者，利害関係人の信用，名

誉及びプライバシー等に配慮しなければならない。 

５ 調査委員会は，本調査の過程であっても，不正の事

実が一部でも確認されたときは，速やかに認定し，

常務理事会に報告するとともに， 高管理責任者は

配分機関に報告をしなければならない。 

６ 調査委員会は，通報等受付から１８０日以内に，調

査結果，不正発生要因，不正に関与した者が関わる

他の公的研究補助金等における管理・監査体制の状

況，再発防止計画等を含む報告書（以下「 終報告

書」という。）を 高管理責任者に提出しなければな

らない。 

（本調査対象者の弁明機会） 

第１５条 調査委員会は，不正使用の有無の認定にあた

っては，調査対象者に対し，書面若しくは口頭又は

双方による弁明の機会を与えなければならない。 

（不正使用の有無の認定等） 

第１６条 調査委員会は，本調査の結果に基づき，不正

使用の有無について審議し，その結果を 高管理責

任者に報告する。 

２ 高管理責任者は，前項に規定する報告に基づき，

不正使用の有無について認定する。 

３ 高管理責任者は，前項に規定する認定の結果を，

通報者等及び調査対象者に対し，文書をもって，通

知する。ただし，通報者等に対しては，第２２条第

２項を適用する。 

（外部の機関等による調査） 

第１７条 高管理責任者は，外部の機関等における信

頼すべき調査により，明らかに不正使用の存在が認

められる場合は，当該調査を本調査とみなすことが

できる。 

（異議申立て） 

第１８条 調査対象者及び通報者等は，第１６条に規定

する認定の結果について， 高管理責任者に対して，

異議申立てをすることができる。 

２ 異議申立てにあたっては，調査対象者及び通報者等

は，所定の異議申立書に当該異議申立ての根拠を示

す資料等（以下「異議申立書等」という。）を添えて，

高管理責任者に提出しなければならない。この場

合において，通報者等は，通報受付窓口を通じて提

出する。 

３ 異議申立ては， 高管理責任者が第１６条第３項に

規定する通知をした日から，３０日以内に行わなけ

ればならない。 

４ 高管理責任者は，異議申立書等に不備がないこと，

及びこれらに記載された事項の内容が不十分では

ないことを確認した上で，異議申立書を受理する。 

５ 前各項に規定するもののほか，異議申立てに関し必

要な事項は， 高管理責任者が決定する。 

（再調査） 

第１９条 高管理責任者は，前条第４項の規定に基づ

き，異議申立書等を受理した場合は，速やかに次項

の再調査を開始しなければならない。 

２ 本調査の結果を検証する調査（以下「再調査」とい

う。）を実施するため，再調査委員会を置く。 

３ 再調査委員会は， 高管理責任者が委嘱する委員若

干名で構成する。この場合において，本学，通報者

等及び調査対象者と直接の利害関係を有しない弁

護士，公認会計士等の第三者を当該委員会の委員に

含めるものとする。 

４ 本調査委員会委員は，再調査委員会の委員を兼ねる

ことはできない。ただし，第１３条第３項第１号委

員を除く。 

５ 再調査にあたっては，第１４条から第１６条までの

規定を準用する。この場合において，再調査委員会

は，必要があると認める場合は，再調査の対象とな

った事案に係る本調査の結果判明した明白な事実

を再調査における証拠として採用することができ

る。 

６ 再調査委員会は，再調査結果の報告書を 高管理責

任者に速やかに提出しなければならない。 

７ 通報者等及び調査対象者は，再調査に基づく 高管

理責任者の決定に対して，再び異議を申し立てるこ

とはできない。 

（調査対象者の公的研究補助金等執行の一時中断） 

第２０条 調査対象者の調査を進めていくうえで，不正

に関与している可能性が極めて高いと判断される

事実が明らかになった場合は，公的研究補助金等の

執行を一時中断しなければならない。 

２ 公的研究補助金等の執行の再開は，機関決定に基づ

き行われなければならない。 

３ 中断期間における研究の遅れ等は調査対象者が責
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を負う。 

（違法行為が確認された場合の対応・措置） 

第２１条 高管理責任者は，本調査対象事案に係る配

分機関に対して，本調査（再調査を含む。）の結果を，

以下に規定する内容を含めた上で，報告しなければ

ならない。この場合において，当該報告の期限は，

第９条第８項の通報等の起算日又は第１０条第３

項の報告の起算日から２１０日以内とする。 

（１）調査対象者その他関係者の処分 

（２）不正使用の発生原因 

（３）本調査に係る研究者が関与する本調査対象事案に

係る公的研究補助金等以外の公的研究補助金等の

管理及び監査の実施体制の状況 

（４）再発防止策等 

（５）前各号に規定するもののほか， 高管理責任者が

必要と認める事項 

２ 高管理責任者は，本調査の途中であっても，不正

使用が一部でも確認された場合には速やかに認定

し，その認定の結果を，前項の配分機関に報告しな

ければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか，第１項の配分機関の

求めに応じ，本調査の終了前であっても，本調査の

進捗状況を報告し，又は中間報告を行わなければな

らない。 

４ 前３項に規定するもののほか，第1項の配分機関の

求めに応じ，正当な事由がある場合を除き，本調査

に係る資料を提出，若しくは閲覧に供し，又は当該

配分機関による現地調査を受けなければならない。 

（通報者への連絡） 

第２２条 監査室は，調査委員会の設置が決定した時は，

通報者に対し，調査決定の通知をしなければならな

い。 

２ 監査室は，調査委員会の調査結果に基づき，機関決

定したときは，その結果を通報者に対し，通知しな

ければならない。 

（通報者の保護） 

第２３条 大学は，教職員等の通報者に対し，通報を行

ったことを理由として，解雇，労働者派遣契約の解

除及びその他の不利益な取扱い（降格，減給，派遣

労働者の交代を求めること等）を行ってはならない。 

２ 大学は，外部等の者からの通報に対し，通報を行っ

たことを理由として，取引停止等の不利益な取扱い

をしてはならない。 

３ 教職員等の通報者から不利益な取扱いを受けてい

る旨の連絡があった場合，監査室は，関連部局と共

同で事実関係の調査を行い，その調査結果を 高管

理責任者に報告する。 

４ 前項の調査の結果，教職員等の通報者に対する不利

益な取扱いが確認された場合は，大学は，その取扱

いを中止させるとともに，その行為者に対して懲戒

等の処分の検討を行う。 

（守秘義務） 

第２４条 通報受付窓口及び調査委員は，調査・対応上

必要な場合を除き，通報者の氏名等，個人が特定さ

れうる情報を他に開示してはならないものとする。 

２ 監査室及び協力部門等当該事案に関与した全ての

者は調査・対応上必要な場合を除き，通報事項及び

調査内容を他に開示してはならないものとする。職

員等でなくなった後も，同様とする。 

（懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化） 

第２５条 公的研究補助金等の不正な管理を行った者

又は公的研究補助金等に関連して不正な取引に関

与した者は，大学教員就業規則又は職員就業規則の

懲戒の規定を適用し処分する。 

２ 教職員が本規程に違反した場合は，前項を適用する。 

（調査結果の公表） 

第２６条 高管理責任者は，不正使用があったと認定

されたときは大学教員就業規則第４８条又は職員

就業規則第７４条に基づき決定した処分内容によ

り学内外へ公表する。公表にあたっての調査結果と

して，不正に関与した者の氏名・所属，不正内容，

本学が公表時までに行った措置の内容，調査委員の

氏名・所属，調査方法・手順等が含まれているもの

とする。また，合理的な理由がある場合は，不正に

関与した者の氏名・所属等を非公開とすることがで

きる。 

（公的研究補助金等に係る返還命令） 

第２７条 高管理責任者は，第２１条の規定による報

告の結果，配分機関から返還命令を受けた不正使用

に係る公的研究補助金等の一部又は全部（以下「返

還金」という。）について，必要があると認めるとき

は，当該返還金を調査対象者から徴収することがで

きる。この場合において，当該返還金に加えて，当

該配分機関から納付を求められた金額がある場合

は，当該金額を調査対象者から併せて徴収すること

ができる。 

（本学の措置） 

第２８条 高管理責任者は，第１８条第１項の異議申

立てがなされなかったとき，又は第１９条に規定す

る再調査に基づく不正使用の有無の認定がなされ

たときは，本調査対象事案に係る不正使用の有無に

ついての認定の 終結果を常務理事会に報告する。 

２ 高管理責任者は，不正使用があったと認定された

場合は，速やかに是正措置及び再発防止策を講ずる。 

３ 高管理責任者は，不正使用の内容が私的流用であ

る等，悪質性が高いと認められる場合で，必要があ
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ると認めるときは，法的措置を講ずる。 

４ 高管理責任者は，不正使用があったと認定されな

かったときは，必要に応じて通報者等，調査対象者

その他関係者への不利益発生を防止するための措

置を講じる。 

（不正に関与した業者等への対応） 

第２９条 高管理責任者は，不正使用があったと認定

された場合で，業者等が当該不正使用に関与してい

たときは，当該業者等に対して損害賠償請求を行う

とともに，その不正使用の内容に応じ，一定期間本

学との取引等を停止する。 

２ 前項の取引等の停止期間については，前項の不正使

用に係る配分機関が決定する不正使用を行った研

究者に対する公的研究補助金等の配分停止期間等

を勘案して， 高管理責任者が決定する。 

（関連資料の保管） 

第３０条 監査室は，第９条，第１４条並びに第１９条

に規定する委員会が調査した記録及び関係資料に

ついて，文書保存規程に基づき保存しなければなら

ない。 

（規程の改廃） 

第３１条 この規程の改廃は，総長が行う。 

 

付 則 

１ この規程は，２００７年４月１日から施行する。 

２ この規程は，２０１５年４月１日から一部改正し施

行する。 

３ この規程は，２０１６年４月１日から一部改正し施

行する。 
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納品・検収窓口一覧（202１年４月現在） 

 

校地 事務室等名称 校地 事務室等名称 

市 検収センター（市ヶ谷） 

多 

研究開発センター（多摩） 

多 検収センター（多摩） 経済学部資料室 

小 合同環境保全センター内検収センター（小金井） 社会学部資料室 

市 

研究開発センター（市ヶ谷） 現代福祉学部資料室 

法学部資料室 スポーツ健康学部事務課 

文学部資料室 大原社会問題研究所 

経済学部資料室（市ヶ谷） 比較経済研究所 

社会学部資料室（市ヶ谷） 日本統計研究所 

経営学部資料室 スポーツ研究センター 

国際文化学部資料室 

小 

研究開発センター（小金井） 

人間環境学部資料室 機械工学科事務室 

キャリアデザイン学部資料室 電気電子工学科事務室 

デザイン工学部建築学科事務室 応用情報工学科事務室 

デザイン工学部都市環境デザイン工学科事務室 経営システム工学科事務室 

デザイン工学部システムデザイン学科事務室 創生科学科事務室 

グローバル教養学部資料室 生命機能学科事務室 

言語文化センター 応用植物科学科事務室 

自然科学センター 環境応用化学科事務室 

大学院課 情報科学部長室 

政策創造研究科事務室 情報メディア教育研究センター 

法科大学院 イオンビーム工学研究所 

イノベーション・マネジメント専攻 マイクロ・ナノテクノロジー研究センター 

能楽研究所   

沖縄文化研究所   

現代法研究所   

イノベーション・マネジメント研究センター   

国際日本学研究所   

サステイナビリティ実践知研究機構   

 
 
 
 
※校地の「市」は市ヶ谷キャンパス、「多」は多摩キャンパス、「小」は小金井キャンパスの略です。 

※薬品は合同環境保全センターでの検収が、物品検収も兼ねております。

  

３キャンパスの検収センター 

……すべての物品類について検収可能 

 

検収センター以外の検収窓口 

……１品又は１組あたり10,000円（税込）未満 

の物品類について検収可能 



 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

 

研究開発センター 科研費担当 

【受付時間】月曜日～金曜日 9：00～17：00（11：30～12：30昼休み） 

【ホームページ】https://www.hosei.ac.jp/kenkyu/kenkyukaihatsu/ 

 

市ヶ谷〔新見附校舎１階〕 
TEL：(03-5228)83-1249,1250,1252  E-Mail：suisin@adm.hosei.ac.jp 

多 摩〔３号館（図書館・研究所棟）１階〕 
TEL：(042-783)86-2315  E-Mail：suisin@adm.hosei.ac.jp 

小金井〔管理棟４階〕 
TEL：(042-387)87-6083  E-Mail：kkenkaia@hosei.ac.jp 


