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 １．立教大学公的資金不正防止計画 

   公的資金の使用における不正を防止するため、「立教大学公的資金不正防止計画」 

   を策定（参考資料①） 

       

不正使用等の防止に関する取組（２） 立教大学 公的研究費の管理・運営方針について 

 ３．公的研究費の使用管理について 

   文部科学省 「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）」 

   に準拠し、「立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程」を策定（参考資料③）  

 

    また、構成員に対して誓約書（確認書）の提出を定め、適切な使用を義務付けています。     

 ２．立教大学研究活動における不正行為への対応について 

   文部科学省「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」及び 

   文部科学省 「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）」 

   に準拠し、「立教大学研究活動における不正行為への対応に関する規程」を改正 

   （参考資料②）       

 ４．コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実施について 

   各種執行ルールの配布や説明会及び下記教材を用いています。 

   ■CITI受講 

   CITI Japanの提供するe-learningを導入しています。対象者（教職員等）には、IDとパス ワード及び 

   受講案内を個別通知しています。受講が修了した後も、適宜閲覧することができます。   
 

   受講者ログインページ   

   http://edu.citiprogram.jp/defaultjapan.asp?language=japanese 
 

   ■文部科学省作成のコンプライアンス教育コンテンツ（動画及び印刷用資料） 
 

   文部科学省のコンテンツ 

   http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1350200.htm 
 

   ■『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』 

    日本学術振興会の編集した倫理教育教材です。 科学研究費助成事業の研究遂行にあたって    

    の誓約事項である倫理教育の履修において「文部科学省の指定する倫理教育教材」に選ばれ 

    ています。 

 http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/research_code/asset/pdf/rinri_150623.pdf 

 

不正使用等の防止に関する取組（２） 立教大学 公的研究費の管理・運営について 
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2 

 ５．相談・通報受付窓口について 

   本学において研究活動を行うすべての者及びこれを支援するすべての者が遵守すべ 

   き行動規範を定め、これに関する問題の相談・通報を受付ける「立教大学研究活動行 

   動規範に関する相談・通報受付窓口」を設置しています。研究費の適正な執行に関す 

   る相談・通報はこちらで受付けています。 
 

    相談・通報受付窓口 

    http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/research_code/soudan_madoguti/ 
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発注・検収センター利用手引 
<Order and Inspection Office> 

☆http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/pvc/☆ 

 

[項 目] 

 

1. 設置主旨、目的及び公的資金の使用の責務 ＜ｐ１＞ 

 

2. 対象となる公的資金 ＜ｐ１＞ 

 

3. 対象となる費目（直接経費） ＜ｐ１＞ 

 

4. 事務処理の原則 ＜ｐ１＞ 

 

5. 物品、印刷物等の納品先（お届け先）＜ｐ６＞ 

 

6. 発注・検収センターによる検収（納品の事実確認）業務 ＜ｐ６＞ 

 

7. 「発注・検収依頼書」（公的資金別）と理由書・申請書・業者選定理由書 ＜ｐ６＞ 

 

8. 発注・検収センターによる発注業務 ＜ｐ７＞ 

 

9. 用品／備品の＜管理＞と＜ラベル貼付＞＜ｐ８＞ 

 

10. 処理概要（フロー図）＜物品と印刷物＞ ＜ｐ８＞ 

 

11. その他 ＜ｐ８＞ 

 

12. 発注・検収センターからのお願い ＜ｐ１０～１２＞ 

 

【添付資料】 

 別紙①【発注・検収フロー＜物品と印刷物＞】 

 別紙②【教員直接発注時の納品フロー＜少額物品と印刷物＞】 

 別紙③（PC等機器類の発注・検収について】 

 別紙④【書籍の発注・検収について＜Amazon、丸善、ジュンク堂書店＞】 

 別紙⑤【池袋 セントポールズプラザ1階での文具等の発注・検収】 

 別紙⑥【印刷物の検収対象・検収対象外】 
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１．設置主旨、目的及び公的資金の使用の責務 

発注・検収センター（以下、センター）は、府省等の公的機関から立教大学に交付される研究資金又は教育資金（以

下、公的資金）により取得する物品（機器備品、用品、消耗品及び図書資料）、印刷物及び役務に関する調達、検収及

び管理の業務を適正に行うための部署です。 

また、センターは、文部科学省通知「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）」（以下、ガイドライン）などに対応した公的資金使用における不正防止対策としての役割も担

っております。 

したがいまして、教職員におかれましても「立教学院発注・検収センター物品及び印刷物取扱要領」「立教大学公的

研究費による役務等契約手続・管理実施要領」を遵守し、本学の「立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程」

第2条に規定された「教職員等の責務」に則った公的資金の適正な使用をお願いいたします。 

 

２．対象となる公的資金（2016年4月現在） 

本学で対象になる公的資金は以下の通りです。 

(1) 私立大学戦略的研究基盤形成支援事業＜文部科学省及び日本私立学校振興・共済事業団からの交付分＞ 

①生命理学研究センター（オルガネラが駆動する真核細胞システムの高度化） 

②未来分子研究センター（設計に基づく分子自在制御の化学） 

③先端科学計測研究センター（地上実験・飛翔体観測と理論による宇宙像研究の拠点形成） 

④リーダーシップ研究所（グローバル・ビジネス・リーダーシップの理論および教育技法に関わる研究） 

⑤ＥＳＤ研究所（ＥＳＤによる地域創成の評価とＥＳＤ地域創成拠点の形成に関する研究） 

(2) 科学研究費助成事業（以下、科研費）＜文部科学省・日本学術振興会＞ 

 他の研究機関から配分を受けた分担金も対象となりますので、研究分担者の方はご注意ください。 

 厚生労働省の科学研究費は別途「発注・検収センター利用手引～厚生労働省の公的資金編～」をご覧ください。 

(3) 革新的先端研究開発支援事業＜日本医療研究開発機構［AMED］＞ 

 (4)  戦略的創造研究推進事業・革新的研究開発プログラム＜科学技術振興機構［JST］＞ 

(5)  宇宙航空研究開発機構［JAXA］との共同研究 

(6) 科学技術試験研究委託事業＜文部科学省＞ 

(7) 外国人研究者招へい事業・二国間交流事業＜日本学術振興会＞ 

(8) 文部科学省の教育資金＜文部科学省＞ 

① がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン（研究拠点形成費等補助金） 

② データに基づく課題解決型人材育成に資する統計教育質保証（大学改革推進等補助金） 

③ 国際機関等との連携による「国際協力人材」育成プログラム（大学改革推進等補助金） 

④ スーパーグローバル大学創成支援事業（国際化拠点整備事業費補助金） 

⑤ 建学の精神を生かした大学教育の質向上（私立大学等改革総合支援事業） 

 (9) 大学を活用した文化芸術推進事業＜文化庁＞ 

 

３．対象となる費目（直接経費） 

物品費、消耗品費、用品費、その他の図書資料費（図書・雑誌）、教育研究用機器備品（以下、機器備品）（以上、物

品）、印刷費／製本費（以下、印刷物）、賃借料／その他の委託費／修繕費／保守料等［役務］（主に成果物がある場合） 
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４．事務処理の原則 

(1) 公的資金（財源）の特定【重要】 

 

 

 

 

 

  ＊１ 従前の公的資金の使用において、代金を支払った後に公的資金や学内研究費に仕訳しているケースが散見

されます。「代金を支払った後」に財源を特定することは公的資金においては不可です。 

  ＊２ ガイドライン第4節『機関［大学］に実施を要請する事項』では「発注段階で支出財源の特定を行い、予

算執行の状況を遅滞なく把握できるようにする」とされています。 

  ＊３ したがいまして、「おそらく2016年度に公的資金が新規採択されるだろう」という前提で2015年度中に

発注を行うことは不可です。2015年度中に発注した物品、印刷物、役務の成果物等の納品が、公的資金が

新規採択された2016年度に納品されたとしても、支払いの対象にはなりません。 

 

(2) 単年度主義 

公的資金は、次年度以降も研究費が内約されている基金化された科研費を除き、【（見積～）発注～納品～検収～

支払い】が単年度（当年度4月～3月）で完結しなくてはなりません。 

 

 

 
(3) 教職員等による「1個または1組(1式)の価格(あるいは1発注額)が5万円未満の書籍、文具、実験材料等の消耗

品」の業者への直接発注の期限 

 

 

 

(4) 教職員等または発注・検収センターによる「1個または1組(1式)の価格(あるいは1発注額)が単価5万円以上の

物品等」の業者への発注期限 

 

 

ただし、教育研究の特性上、2017 年 2 月以降に発注せざるを得ない合理的理由（研究成果報告書の印刷など）

がある場合は、所定の「物品・印刷物＜発注承認申請書＞」に必要事項（とりわけ「2017 年 2 月以降に発注せ

ざるを得ない合理的理由」）を記入し、所属学部等のコンプライアンス推進責任者（学部長等）に申請し、承認

を得た「物品・印刷物＜発注承認申請書＞」（後述７．）を添付の上、センターへ発注を依頼してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公的資金
の特定 

公的資金
の特定 

（見積） （見積） 発注 発注 納品 納品 検収 検収 支払い 支払い 

補助対象年度 または 受託研究契約年度（科研費（基金分）を除き、いずれも単年度で完結） 

２０１７年 ２月２０日（月）まで （一部の基金化された科研費で2017年度以降も継続課題となっている科研費を除く） 

２０１７年 １月３１日（火）まで （一部の基金化された科研費で2017年度以降も継続課題となっている科研費を除く） 

「見積」または「発注」に先立ち、必ず公的資金を特定してください 
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(5) ２．対象となる公的資金の使用 

 

 

① 物品 

(ア) 1個または1組（1式）の価格が5万円（消費税込み。以下、同じ）未満の物品 

i. センターに依頼する場合 

必要事項を記入した「発注・検収依頼書」（後述７．）を提出してください。 

ii. 研究代表者、研究分担者、事業担当者等の教職員等（以下、教職員）が直接発注する場合 

証憑書類の他に必要事項を記入した「発注・検収依頼書」（後述７．）をセンターに提出するとともに

納品場所をセンターにしてください。 

(イ) 1個又は1組（1式）の価格が5万円以上の物品 

i. センター経由で発注します。必要事項を記入した「発注・検収依頼書」を提出してください。 

ii. やむを得ず教職員が直接発注する場合 

     特殊な物品、生き物、海外の物品など教職員が直接発注する場合は、必要事項を記入した「発注・ 

検収依頼書」と「理由書」（直接発注しなければならない理由を記載したもの 後述 ７．）をセン

ターに提出するとともに納品場所をセンターにするか、検収(センター員による納品の事実確認)が

必要です。 

iii. 教職員が海外での研究期間中に直接発注する場合または日本国内であってもフィールドワーク等現

地で直接購入せざるを得ない場合は、必要事項を記入した「発注・検収依頼書」と「理由書」(同上)

に加えて当該物品の写真（デジタルカメラで年月日を入れて撮影してください）をセンターへ提出

してください（メール添付による送信でも受け付けます）。 

 

② 印刷物 

(ア) 対象となる印刷物 

i. 成果報告書、シンポジウム等のポスターやチラシ、論文等の抜き刷り、その他の印刷物 

 センター経由で発注します。必要事項を記入した「発注・検収依頼書」を提出してください。

やむを得ず教職員等が直接発注する場合でも必要事項を記入した「発注・検収依頼書」を提出

してください。 

 「成果報告書」「シンポジウム等のポスターやチラシ」「論文の抜き刷り」「その他の印刷物」

は数量の多寡および納品場所、納品形態にかかわらずすべてセンターが検収を行います。 

(イ) 対象とならない印刷物 

i. 現金あるいはコピーカードによる各種資料のコピー 

 教職員の押印のある領収書とともに「発注・検収依頼書」を当センターへ提出してください。 

 現金あるいはコピーカードによる各種資料のコピーは検収の対象外です。 

③ 役務（えきむ） 

役務は、「成果物がある」場合と「成果物がない」場合に区分し、「成果物がある」場合は可能な限り実見等の

方法により検収を実施します（受付・担当：発注・検収センター）。 

他方、「成果物がない」場合でも従来通りの点検を実施します（受付・担当：リサーチ・イニシアティブセン

ター）。 

5頁の発注・検収センターが所管する【役務】検収区分表をご参照ください。 

 

また、役務の発注（契約）にあたっては、「立教大学公的研究費による役務等契約手続・管理実施要領」に則

り、「1契約額10万円以上」の場合はセンターを経由して発注（契約）することとします。その場合には「発

注・検収依頼書」に必ず「役務契約＜業者選定理由書＞」を添付してください。 

 

 

 

見積または発注に先立ち、あらかじめ公的資金の種類・種目等を必ず特定してください 

78



- 4 - 

 

(ア) 役務の検収 

 

i. 「成果物（実見できる物）がある」場合の役務 

 発注・検収センターが受付・所管部署として実見等によってすべて検収 

ii. 「成果物（実見できる物）がない」場合の役務 

 リサーチ・イニシアティブセンターが受付・所管部署として従来通りすべて点検 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(イ) 役務の発注（契約） 

 

i. 10万円未満の場合は教職員による直接発注（契約）および立替払を認める 

ii. 10万円以上の場合は発注・検収センター経由で発注（契約）する 

※ 役務の具体例は本手引5頁の「【役務】検収区分表」を参照 

※ 発注・検収センター経由で発注（契約）する場合（上記ⅱ）は必ず「役務契約＜業者選

定理由書＞」を添付する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果物 成果物 

ⅰ．ある ⅰ．ある 発注・検収センター 発注・検収センター 検収を実施 検収を実施 

ⅱ．ない ⅱ．ない 
リサーチ・イニシアティブ 

センター 

リサーチ・イニシアティブ 

センター 
従来通りの点検 従来通りの点検 

役務契約額 役務契約額 

ⅰ．10万円未満 ⅰ．10万円未満 教職員による直接発注も可能 教職員による直接発注も可能 業者 業者 

ⅱ．10万円以上 ⅱ．10万円以上 発注・検収センター経由で発注 発注・検収センター経由で発注 業者 業者 

 ガイドラインに「特殊な役務」として例示されている「データベース・プログラム・デジタルコンテン

ツ開発・作成」はモニタ上等での実見は可能なため、また「機器の保守・点検」は対象物品が実見可能

なため、それぞれ「ⅰ．成果物がある」に含めることとします。 

 廃棄物処理費用は「成果物がない」役務ですが、極力発注・検収センター員が実見するという観点から、

搬出時の立会いを実施するため、「ⅰ．成果物がある」に含めることとします。 

 校閲・翻訳・原稿料は、源泉徴収額の計算などが付帯する「謝金」のため、成果物はあるものの、従来

通りリサーチ・イニシアティブセンターを受付・所管部署とします。 
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◆◆◆ 【役務】検収区分表 ◆◆◆ 

役務の種別 具 体 例 検 収 方 法 

賃借料 
レンタル機材・レンタル携帯電話 

資料借用料 

(1) 成果物の実見と申込書あるいは（あれば）契約書の確認 

※遠隔地（出張先等）でのレンタル物件（レンタカーを除く）は画像

検収を実施(レンタル物の画像データを提出してください) 

委託費 

（謝金に当たら

ない場合） 

資料のデジタル化（DVD化等） 

マイクロフィルム作成 

データベース開発作成（＝Ⓐ） 

プログラム開発作成（＝Ⓑ） 

デジタルコンテンツ開発作成（＝Ⓒ） 

調査委託・分析委託（報告書等がある場合） 

データ入力 

(1) 成果物の実見 あるいは PCモニタ上での確認 

(2) 当該アイコン等の印刷物の提出 

(3) （あれば）報告書等の確認 

  ※「資料のデジタル化（DVD化等）」は教職員等の研究成果や手持ち

資料を業者に委託してデジタル化（DVD 化等）し、成果物を納品

してもらうことをさします 

※左記Ⓐ～Ⓒについては「仕様書」「作業工程書」等（写し）の類も

あれば提出してください 

ウェブサイトの作成・更新・運営 
(1) 仕様書・作業報告書等の確認 

(2) 当該ウェブサイトへアクセスし閲覧することによる内容確認 

各種データベース利用料 

各種専門サイト利用料 

(1) PCモニタ上での確認 

※利用件数に応じて課金される分については検収不能のため実施で

きない 

廃棄物処理費用（施設課所管以外） (1) 搬出時のセンター員の立会い あるいは 搬出時の画像提出 

修繕費 
機器類（PC等）の修繕 

診断料（修繕の要否判定にかかる費用） 

(1) 作業完了報告書等（修繕内容の明細）の提出 

(2) 用品登録番号または備品登録番号の教職員等による申告（発注・検

収センターは台帳で確認する） 

(3) 成果物（修繕対象物品）の実見（外形上の変更が無い場合でも実見

する） 

① 学外へ持ち出して修繕する場合 

(ア) PC等の教職員等による持ち運びが容易な機器の修繕は 

一般的に外形上の変更が認識できないものの、業者発行

の「作業完了報告書等」と「領収書」あるいは「請求書」

を提出してもらい、現物も実見することで検収とする。 

   

(イ) 大型機器や精密機器などの教職員等による持ち運びが困

難な機器の修繕は、業者発行の作業完了報告書を提出し

てもらうことで検収とする。 

② 学内で修繕する場合 

センター員による修繕作業現場での立会い確認 

保守料 機器類の保守点検費用 
(1) センター員による保守点検作業の現場での立会い確認 

(2) 保守点検作業報告書の提出 

論文投稿料等 論文審査費用・論文投稿費用 (1) 投稿論文1頁目のコピーの提出 

雑費 DPE代 (1) 成果物実見 

（ご参考）リサーチ・イニシアティブセンターが受付・担当となる「役務」 

役務の種別 具体例 

賃借料 会場［施設］使用料、レンタカー代金、レンタサイクル代金 

物品費 レンタカー使用時の燃料費（ガソリン代） 

雑費 調査協力謝礼品、駐車場料金、手数料 

人件費・謝金 報酬・手数料 
講演謝金、調査協力（者）謝金、研究会等の助言、通訳謝金、調査通訳謝金、翻訳謝金、テープ起こし、 

校閲謝金、原稿料 

委託費 宅配便代、その他の特殊な委託費（現地調査費用など） 
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５． 物品、印刷物等の納品先（お届け先） 

   教職員等による直接発注の場合であっても、原則として下記のようにお届け先をご指定ください（別紙②【教員直

接発注時の納品フロー＜少額物品と印刷物＞】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．発注・検収センターによる検収（納品等の事実確認）業務 

(1) 物品 

① 1 個または 1 組（1 式）の物品取得価額の多寡および納品場所、納品形態にかかわらずセンターは全物

品の検収を行います。 

② 物品の機能・性能などは教職員にご確認いただきますが、不具合がある場合はセンターへ連絡してくだ

さい。 

(2) 印刷物 

① 「成果報告書」「シンポジウム等のポスターやチラシ」「論文等の抜き刷り」「その他の印刷物」は数量の

多寡および納品場所、納品形態にかかわらずすべてセンターが検収を行います。 

② ただし、現金あるいはコピーカードによる各種資料のコピーは検収の対象外です。 

(3) 役務 

5頁の【役務】検収区分表に基づき実施します。 

 

７．必要な提出書類 

  A.「発注・検収依頼書」（公的資金別） 

(1) 「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」用 

(2) 「科学研究費助成事業」用（文部科学省・日本学術振興会） 

(3) 「その他の競争的研究資金」用（受託研究費等） 

(4) 「文部科学省の教育資金」用 

 

 

公的『研究資金』 

公的『教育資金』 

●池袋キャンパスの場合 

〒171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1立教学院発注・検収センター気付 「学部（部署）名」「氏名」 

●新座キャンパスの場合 

〒352-8558埼玉県新座市北野1-2-26立教学院発注・検収センター新座分室気付「学部（部署）名」「氏名」 

 

＊指定例＊ 

〒171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1 立教学院発注・検収センター気付 理学部 中川泰夫 

（ご参考・英文） 

●池袋キャンパスの場合 

SHIP TO：YASUO NAKAGAWA 

RIKKYO UNIVERSITY，TOSHIMA-KU，3-34-1 NISHI IKEBUKURO 

  C/O ORDER AND INSPECTION OFFICE 

  TOKYO 1718501 

  JAPAN 

●新座キャンパスの場合 

  SHIP TO：YASUO NAKAGAWA 

 RIKKYO UNIVERSITY，NIIZA-SHI，1-2-26 KITANO 

  C/O NIIZA BRANCH OF ORDER AND INSPECTION OFFICE 

  SAITAMA 3528558 

  JAPAN 

公
的
資
金 
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B. 必要に応じて提出する書類 

(1) 理由書 

(2) 物品・印刷物＜発注承認申請書＞ 

(3) 役務契約＜業者選定理由書＞ 

＊発注・検収依頼書は新しく2016年度版（http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/pvc/documents/）をダウ

ンロードしてご使用ください。なお、センターにも備え付けてあります。 

(4)  役務の種別ごとに必要な書類 

 

８．発注・検収センターによる発注業務 

  

 

 

 

  

 

 

 

(1) 消耗品（文具、試薬品など）・用品・機器備品等 

① 教職員からの情報（品名・メーカー・機種・型番等の詳細情報の載った WEB サイトのコピーやカタログ）

や見積書を基に発注します。 

② 試薬品、特注品、大型備品は主に見積書に基づき発注します。 

③ PC 及び PC 周辺機器やソフトはビックカメラ法人営業室（池袋）を主たる発注先としますが、教職員の指

定業者（メーカー直販サイト含む）にも可能な範囲で対応いたします。この場合、センターは、業者から徴

した見積書を教職員へ提示し、承認を得た後に正式発注いたします。 

 センターで主に利用する発注先は以下の通りです。 

      MA たのめーる（㈱大塚商会）・アスクル・セントポールプラザ・ビックカメラ池袋法人営業室・メーカー直販サイ

ト（AppleJAPAN・ソニーダイレクト等）など。 

 MAたのめーるの規約では、1回の発注金額が1,500円未満の場合は別途送料が300円（税別）かかります。また、

ビックカメラでは1個口につき最低600円（税別）の配送料がかかり（製品価格に含む）、その配送料は製品の重量

に応じて増額されます。 

 教職員は池袋キャンパスではセントポールプラザ１階カウンターでも「発注・検収依頼書」を利用して消耗品（主

に文具）を調達することができます。「発注・検収依頼書」は同所にも備えてあります（別紙⑤ご参照）。 

 センターでは銀行振り込みによる代金後払いしか対応できませんので、価格.comやAmazonに代表されるような前

払いでの代金支払いが原則の場合は教職員による立替払いをお願いすることになります。また、代金引換にも対応

できません。 

 (2) 書籍 

④ 原則としてジュンク堂書店東京外商部、セントポールプラザへ発注します。「見積書」がある場合にはその

「見積書」とともに、その他発注内容があるもの(Webページ等)がある場合にはそれとともに「発注・検収

依頼書」をセンターに提出し納品場所はセンターとします。 

⑤ 教職員はジュンク堂書店店頭で外商部扱いによる書籍の発注を行うことができます。詳細はジュンク堂書店

担当者にお問い合わせください。お届先欄には必ず「発注・検収センター」または「発注・検収センター新

座分室」とご記入ください。納品場所はセンターになりますが、直接持ち帰りの場合は、後日教職員ご本人

が発注・検収センターへ書籍と納品・請求書を持参の上検収を受けてください。丸善の場合は納品場所が立

教学院事業部［センター事業部分室］です。 

⑥ 池袋キャンパスのセントポールプラザ 2 階書籍カウンターまたは新座キャンパスの丸善ブックセンターの

カウンターでも「発注・検収依頼書」を利用して書籍を調達することができます。「発注・検収依頼書」は

同所にも備えてあります（ご注文の書籍は発注・検収センター事業部分室による検収後に研究室宛に配送い

以下Ⓐ～Ⓒの発注の際には、❶発注理由、❷業者選定理由の2点を確認しますので、依頼する際に

メール等でお知らせください。 

 

Ⓐ 物品の1回の発注額が50万円以上 

Ⓑ 印刷物の1回の発注額が100万円以上 

Ⓒ 役務の1回の発注（契約）額が100万円以上 
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たします）。 

⑦ センターは教職員の指定書店にも発注します。その場合「見積書」がある場合にはその「見積書」とともに、

その他発注内容があるもの(Webページ等)がある場合にはそれとともに「発注・検収依頼書」をセンターに

提出してください。 

 

(3) 印刷物 

   ① 原則として立教プリンティングステーションに発注しますが、教職員が指定する業者へも発注します。その

場合は「見積書」がある場合にはその「見積書」とともに「発注・検収依頼書」をセンターに提出してくだ

さい。 

   (4) 役務 

      ① 取引の性格上、教職員等による直接発注が主になると考えられますが、1回の発注額が10万円以上になる場

合は、「役務契約＜業者選定理由書＞」が必要となりますので、センターへ事前にご相談ください。 

 

９．用品／機器備品の＜管理＞と＜ラベル貼付＞ 

 台帳登録と用品ラベル等の貼付を実施します。あわせて原則センターにより、下記ラベルを貼付します。一部貼付が

困難な場合には貼付をお願いすることがございます。その場合にはご協力のほどお願いいたします。 

センターに届いた機器類は梱包を開封し下表の分類により複数ラベルを貼付した後で指定場所へ配送します。 

物品の区分 公的資金の種別 貼付ラベル 計  上  基  準 

用品 

科研費 
・用品ラベル 

・科研費ロゴマークラベル 
1件または1組の購入価額が5万円以上30

万円未満で、耐用年数が1年以上の物品（図

書を除く） 科研費以外 
・用品ラベル 

・公的資金ラベル（テプラ） 

機器備品 

科研費 
・備品ラベル 

・科研費ロゴマークラベル 
1 件または 1 組の購入価額が 30 万円以上

で、耐用年数が1年以上の物品（図書を除

く） 科研費以外 
・備品ラベル 

・公的資金ラベル（テプラ） 

 

10．処理概要（フロー図）＜物品と印刷物＞ 

別紙①【発注・検収フロー＜物品と印刷物＞】を参照してください。 

 なお、発注・検収依頼書や理由書等の提出は、本学が教職員へ発行したメールアドレスからの送信ならば、添付ファ

イル形式でも受け付けます。その場合には別途押印の必要はありません。 

● 発注・検収センターメールアドレス（池袋・新座共通）➜  ｐｖｃ＠ｍｌ．ｒｉｋｋｙｏ．ｎｅ．ｊｐ  

                                （ピーヴイシー@エムエル．） 

 

11．その他 

(1) 領収書の有効期限は 3 ヶ月です。詳細はセンターの HP（http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/pvc/）掲

載の「レシートまたは領収書の有効期限対応表」をご覧ください。 

(2) 1 件または 1組の購入価額が 30 万円以上の物品（書籍を除く）は機器備品です。また、1 件または 1組の購入

価額が5万円以上30万円未満の物品（書籍を除く）は用品です。 

(3) 科研費で購入した物品で、機器備品あるいは用品として大学へ寄贈する必要のある物品は 

① 図書（1冊の取得価額が5万円以上の書籍） 

② 機器備品(1件または1組の取得価額が30万円以上の物品（書籍を除く）) 

③ 用品(1件または1組の取得価額が5万円以上30万円未満の物品（書籍を除く）) 

です。大学への寄贈処理はセンターが行ないますが、上記①の図書の場合は図書を1週間ほどお借りして装備（大

学蔵書印等の押印）を施しますので、あらかじめご了承ください。 
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(4) 公的資金からの支払いに係る証憑書類の提出期限＜必須＞は次の通りです。 

 ◆文部科学省の教育資金 

    2017年 2月 27日（月）17:00までです。したがいまして、この『発注・検収センター利用手引』に基づく物

品及び印刷物は、納品・検収が2017年2月27日（月）17:00までに完了するよう、計画的な予算執行をお願い

いたします。 

 ◆科研費「補助金分」（下記科研費「基金分」を除く）、「科研費並びに文部科学省の教育資金」以外の公的資金 

2017年 3月 10日（金）17:00までです。したがいまして、この『発注・検収センター利用手引』に基づく物

品及び印刷物は、納品・検収が2017年3月10日（金）17:00までに完了するよう、計画的な予算執行をお願い

いたします。 

   なお、他の研究機関（本学以外）から科研費を配分された研究分担者の場合は、先方の研究機関へ実績報告を

提出するため、支払いに係る証憑書類の提出と物品及び印刷物の納品・検収の期限は2017年2月10日（金）17:00

までです。 

 ◆科研費「基金分」（201
．．．

1
．
(
．
平成
．．

2
．
3
．
)
．
年度
．．

以降
．．

に
．
新規
．．

採択
．．

の「基盤研究(C)」「挑戦的萌芽研究」「若手研究(B)」、2012(
．．．．．

平
．

成
．

24)
．．．

年度
．．

以降に
．．．

新規採択
．．．．

の「基盤研究(B)」「若手研究(A)」の一部、および2015
．．．．

（平成
．．．

27
．．
）
．
年度新規採択
．．．．．．

の「基

盤研究(B)（審査区分『特設分野研究』）」 

  ≪最終年度以外≫ 

補助事業期間が複数年度になっていますので、提出期限はありません（補助事業期間が1年の「挑戦的萌芽

研究」は除く）。 

  ≪最終年度≫ 

2017年 3月 10日（金）17:00までです。したがいまして、この「発注・検収センター利用手引」に基づく

物品及び印刷物は、納品・検収が2017年3月10日（金）17:00までに完了するよう、計画的な予算執行をお

願いいたします。 

    なお、他の研究機関（本学以外）から科研費を配分された研究分担者の場合は、先方の研究機関へ実績報告 

を提出するため、支払いに係る証憑書類の提出と物品及び印刷物の納品・検収の期限は2017年2月10日（金） 

17:00までです。 

 

(5) 発注・検収センター事務室 電話番号 Fax番号 メールアドレス 

 場  所 電 話 番 号 Fax番号 メールアドレス 

池袋キャンパス タッカーホール1階 
03-3985-4783 

03-3985-4784 
03-3986-8784 

pvc@ml.rikkyo.ne.jp 

新座キャンパス 7号館1階 048-471-6753 048-471-6677 

※1 電話番号の下線   は内線 

※2 新座キャンパスにおいては新座キャンパス事務部総務課が発注・検収センター業務を担います。 

 

以 上 
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★★★★★発注・検収センターからのお願い★★★★★ 

 

【１】物品・印刷物・役務の『見積書・納品書・請求書』ならびに『レシートまたは領収書』の形式について 

  下表「宛名」の項に記載した内容が要件です。 

宛    名 公的資金の別 種類（代表的なもの） 

立教大学 ＋ 研究代表者 

 

または 

 

立教大学 ＋ 研究分担者氏名 

研究資金 

科学研究費助成事業（文部科学省・JSPS） 

私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（文部科学省・ 

            日本私立学校振興・共済事業団） 

戦略的創造研究推進事業（JST） 

大学を活用した文化芸術推進事業（文化庁） 

宇宙航空研究開発機構（JAXA）交付の委託費 

立教大学 ＋ 部署名(学部、研究所名) 教育資金 

大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金、 

私立学校施設整備費補助金（文部科学省）、 

国際化拠点整備事業費補助金 

 「立教大学」は必須です。なお、執行処理の適正を期するため、「氏名」「部署名(学部、研究所名)」も出来るだけ記入して

もらってください。(例:「立教大学 理学部 中川泰夫」) 

 記入は必ず発行者（業者）にしてもらってください。発行者以外の人（教職員）が記入することは避けてください。発行者

に記入してもらうことが困難・不可能な場合は、空欄のままで結構です。 

 『見積書・納品書・請求書』の場合、「研究代表者 または 研究分担者の捺印」あるいは「当該部署の担当者の捺印」は

不要です。 

 『レシートまたは領収書』の場合、「研究代表者 または 研究分担者の捺印」あるいは「当該部署の担当者の捺印」は「確

かに立て替えました」という意味で必要です。 

 日付は必要です。「年月日」を必ず業者に記入（打刻）してもらってください。なお、「見積書」「納品書」「請求書」の年月

日が同一日のものが散見されることがありますが、商取引の時系列上「見積書」と「納品書」が同一日ということは原則と

してあり得ません。別途発注日についてメール等を問い合わせ、確認させていただくことがあります。 

 購入物品等を確認するため『領収証』に明細（品名・単価・数量）が必要です。なお、「レシート」に明細が記載されてい

る場合は、別途「領収書」を取得する必要はありません。 

 

【２】使用の制限について（支出できない費用・合算使用してはいけない費用） 

 ①公的資金を使用できない費用は下記(1)～(4)の通りです。また、研究目的に使用されると特定できない費用（下記

(5)表）も支出できません 

(1) 建物等の施設に関する経費 

(2) 研究機関で通常備えが必要な備品を購入するための経費（机、椅子、書架、ブックエンドなど） 

(3) 補助事業遂行中に発生する事故・災害の処理のための経費（パソコンの保証料、レンタカーの保険料など） 

(4) 間接経費を使用することが適切な経費 

(5) 購入不可物品の例示 

購入不可物品 具体的な製品・備考 

公私の区別がつけにくいもの 

携帯電話、スマートフォン、B-Mobile、テレビ（ワンセグチューナー含） 

電話機能付複合機、印鑑・朱肉、スタンプ台（スタンプ含） 

名刺、名刺ホルダー、名刺管理ソフト 

汎用性のあるバック・スーツケース、電卓 

Word、Excelのマニュアル本、旅行ガイドブック、スケジュール帳 
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一般的な辞書(国語辞書、英和和英辞書) 

室内用品・室内環境整備に係るもの 

時計（電池交換も不可）、デスクライト、カレンダー、本棚 

ブックスタンド、ＰＣスタンド、ティッシュペーパー、扇風機 

加湿・除湿器、空気清浄機、シュレッダー、裁断機等 

嗜好品とみなされる高額なもの 高額な文具類（ボールペン・ヘッドフォン・ＰＣケース等） 

 

 ②合算使用の制限 

   合算使用とは、「ひとつの契約」に係る支払において、別々の研究費を併せて使用することを意味します。公的研 

究費は原則として合算使用が禁じられています。例えば、1冊5,000円の書籍代金を「私立大学戦略的研究基盤形

成支援事業からの2,000円」と「科研費からの3,000円」を合算して支払う、というような使用は不可です。 

   支払いを2回に分けて行い、1回目と2回目の支払いを別の公的資金から支払う場合も合算使用にあたります。 

また、科研費・直接経費と別の科研費との合算使用（例えば、基盤研究(B)と挑戦的萌芽研究）も不可です。 

なお、2012年度より、科研費の複数の研究課題において共同利用する設備について、各研究課題の科研費・直接

経費を合算して購入することが可能になりましたが、当該購入経費を支出する補助事業者（教職員等）が同一の研

究機関に所属していること、などいくつかの要件を満たす場合に限ります。 

③支出の期限 

  ◆科研費「補助金分」（下記科研費「基金分」を除く従前のもの）と科研費以外の公的資金は、継続研究課題であっ 

ても単年度ごとに交付が決定されます。そのため、ある年度から次年度に補助事業（研究）が継続する場合であっ 

ても、「前年度には全く使用せず、次年度のみにおいて使用する物品を、前年度の補助金で購入すること」は会計年 

度の独立の原則に反するので行うことはできないと文部科学省大臣官房会計課の見解が提示されております。ただ 

し、前年度中に少しでも使用すればよいとされております。 

   かりに翌年度の2017年度まで内約されている科研費の研究課題であっても、2017年度にしか使用しない物品を

（たとえ大量購入により廉価になるからといっても）2016年度の科研費で購入することは不可です。ただし、2016

年度内に少しでも使用する場合は購入可能です。 

 ◆科研費「基金分」は、補助事業期間が複数年度（2～5年。ただし「挑戦的萌芽研究」は1年の場合もあります）で

す。したがいまして、研究の最終年度を除き研究期間内での研究費の前倒しや次年度における使用、年度をまたい

での執行（例えば物品を前年度に発注、翌年度に納品）も可能です。 

 ④同一書籍の購入可能冊数（本学運用規則） 

   3冊までは問題ありません。研究課題遂行上 4冊以上必要な場合（例えば研究会での同一テキストとして使用す

る等）は、配布者リスト（所属研究機関と氏名を記載。ただし、学部学生は不可）と理由書(使用用途の確認)を添

付のうえ、50冊を上限とします。ただし、いわゆる「献本」は研究課題遂行に直接要する費用とは言えないため不

可とします。 

 

【３】公的資金から購入した財産（物品）の処分制限期間について 

  補助金等により取得した財産（物品）は処分制限期間が設けられており（文部科学省告示）、かつ、本学の規定でも

耐用年数（5 年・10 年・15 年）が設定されておりますので、廃棄を予定している場合は、池袋キャンパスの発注・

検収センターへあらかじめご相談ください。 
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【４】科研費（「補助金分」、最終年度の「基金分」）で『物品費・印刷費・役務での使い切り』（超過額個人負担がある場合）の際

のお願い 

科研費（直接経費）で超過額を個人負担して使い切る場合、「業者（請求書）払」は不可です。「立替払」のみ可能

です。 

立替払であっても、「1個又は1組（式）の価格が消費税込で50,000円以上の物品（用品・機器備品）」と「1冊の

価格が消費税込で50,000円以上の書籍」は、納入価格を設備等として計上するため、超過額の個人負担は不可です。

下記の事例をご参考になさってください。 

なお、下表№「事例11」のコピーカードでの使い切りの場合は、年度内にコピーカードを使用し終える必要がある

ため、領収書ご提出時には、実際に度数を使用し終えたコピーカードを当センターへご提示願います。 

●立替払の事例 ※（「使い切りの可否」の項 ○→認められます ×→認められません） 

№ 科研費残額 物品の種類と領収書の額面額 超過額個人負担額 使い切りの可否 

事例1 300,000円 1台324,000円のPC（備品） 24,000円 × 

事例2 300,000円 
1台162,000円のPC（用品）を2台 

計324,000円 
24,000円 × 

事例3 50,000円 1台51,840円のPC（用品） 1,840円 × 

事例4 4,000円 1個4,480円のマウス（消耗品） 480円 ○ 

事例5 80,000円 1点81,000円のPCソフト（用品） 1,000円 × 

事例6 48,000円 1点48,600円のPCソフト（消耗品） 600円 ○ 

事例7 49,000円 1冊54,000円の書籍（図書） 5,000円 × 

事例8 49,000円 

1冊32,400円の書籍（図書資料）と 

1冊21,600円の書籍（図書資料） 

計54,000円 

5,000円 ○ 

事例9 500円 1冊630円の書籍（図書資料） 130円 ○ 

事例10 500円 1枚10円の資料複写55枚（550円） 50円 ○ 

事例11 1,000円 
1枚1,050円のコピーカード（使用し終えてい

ること） 
50円 ○ 

事例12 60,000円 PCの修繕費用64,800円（修繕費／その他） 4,800円 ○ 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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別紙①【発注・検収フロー＜物品と印刷物＞】

（FAX送信）

【留意点】
　・このフローは公的資金から『物品』または『印刷物』を発注する場合に適用されます。
　・『物品』とは「消耗品」「用品」「その他の図書資料費」「教育研究用機器備品」を言います。
　・1個または1組（1式）の価格が5万円未満の『物品』は教員等が直接発注することもできます。

 

 

教  職  員 等   

（公的資金事務局） 

発注・検収センター 

 

 

業 

 

 

者 

池 

袋 

キ 

ﾔ 

ン 

パ 

ス 

 

 

教  職  員 等  

（公的資金事務局） 

発注・検収センター 

新座分室 

新 

座 

キ 

ﾔ 

ン 

パ 

ス 

 
【公的資金】とは『府省等の公的機関から本学に交付される研究資金又は教育資金』で、文部科学省、厚生労働省のほか、日本私立学校振興・共済事業団、 

  日本学術振興会、科学技術振興機構、宇宙航空研究開発機構等の独立行政法人などから本学へ交付される補助金や受託研究費の総称です。 

  具体的には、 

 ①私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団） 

 ②科学研究費補助金（文部科学省、日本学術振興会、厚生労働省） 

 ③戦略的創造研究推進事業（科学技術振興機構）や宇宙航空研究開発機構の受託研究費 

 ④老人保健健康増進等事業、保健医療分野における基礎研究推進事業（厚生労働省、医薬基盤研究所） 

 ⑤私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費補助金（文部科学省）※防災機能等強化緊急特別推進事業、エコキャンパス推進事業、ICT活用推進事業。 

      ただし「特定図書」を除きます。 

 ⑥大学を活用した文化芸術推進事業（文化庁） 

 ⑦学術研究振興資金（若手研究者奨励金）（日本私立学校振興・共済事業団） 

 ⑦文部科学省の教育系の補助金（大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金、私立大学等教育研究活性化設備整備事業等） 

 などが挙げられます。 

発注・検収依頼書 

 

発注・検収依頼書 

納 品 配 送 

納 品 

配 送 

発 注 

検収 

検収 

8
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別紙②【教員直接発注時の納品フロー＜少額物品と印刷物＞】

 

 

教 

 

職 

 

員 

 

等 

発注・検収センター 

 

 

池 

袋 

キ 

ﾔ 

ン 

パ 

ス 

発注・検収センター 

新座分室 

 

新 

座 

キ 

ﾔ 

ン 

パ 

ス 

納 品 配 送 

納 品 配 送 

＞＞＞「単価5万円未満の物品」または「印刷物」の発注＜＜＜ 

→発注時に納品先を【発注・検収センター気付 所属学部 氏名】と指定 

検収 

検収 

 

業 

 

 

者 

 

 

教     

 

職 

 

員 

 

等 

＞＞＞「単価5万円未満の物品」または「印刷物」の発注＜＜＜ 

→発注時に納品先を【発注・検収センター新座分室気付 所属学部 氏名】と指定 

 

 

業 

 

 

者 
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別紙③（PC等機器類の発注・検収について】

②発注・検収センターへ書類を提出

③発注・検収センターによる発注
※本学発行のアドレスからならメール添付での提出も可

★必要書類★

④製品の納品
①WEBサイト、カタログや店頭で製品を確認

⑤発注・検収センターによる検収（納品の事実確認）とラベルの貼付
⑥検収～ラベル貼付後の製品の配送

☞検収済（納品の事実確認）報告・支払依頼

教職員 発注・検収センター 業者 

経理課 

請求書・納品書等の提出 

支払 

(1)発注・検収依頼書 

(2)当該機器類の名称・型番等情報 

  →WEBサイトのコピー、見積書等 

9
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別紙④－１【書籍の発注・検収について＜amazon＞】

①教職員等による選書

⑦提出

⑤書籍の配送・
　 「納品書」の送付 ③amazonから書籍の配送
⑥発注・検収依頼書の提出依頼 ④検収作業等

　 (1)納品の事実確認
(2)amazonの「納品書」に検収印押印

amazon 

教職員等 amazon 

②サイト上で「お届け先」を下記のように指定してから発注 

 
●池袋キャンパスの場合 

 〒171-8501東京都豊島区西池袋3-34-1 立教大学 

 発注・検収センター気付 ○○学部 △△ 

 （※△△は教員等の名前） 

 

●新座キャンパスの場合 

 〒352-8558埼玉県新座市北野1-2-26 立教大学 

 発注・検収センター新座分室気付 □□学部 ◇◇ 

 （※◇◇は教員等の名前） 

発注・検収センター  納品書  捺印後の  

納品書 と 領収書 

発注・検収依頼書 

★留意点★ 
書籍だけではなく文具やPCパーツなど物品全般でも同様の操作をお願いします。 
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別紙④－２【書籍の発注・検収について＜丸善＞】

①教職員等による選書

③発注内容（②）に関する
　　　　　　発注・検収依頼書の提出

⑥書籍の配送

④丸善から書籍の配送

⑤検収作業等（納品事実の確認）

　
⑦納品書・請求書の送付（通常月毎）

　

丸善ナレッジワーカー 

教職員等 

丸善 
②選書後「商品をカートに入れる」をクリック、続けて「カートを見る」をクリック 

↓ 

●＜支払い方法＞ ➪ ３：科研費・厚労科研費（要検収）：請求書 

          ４：その他の公的研究費（要検収）：請求書 

↓ 

予算名を確認 

 

発注・検収センター事業部分室 

発注・検収センター 

発注・検収依頼書 

納品・請求書 

 ★利用者登録は 

   池袋セントポールズプラザ２階立教学院事業部（書籍）へ直接お問い合わせください。 
 

 ・内線：２７７４ 

 ・Mail：RIKKYO@maruzen.co.jp 
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別紙④－３【書籍の発注・検収について＜ジュンク堂書店＞】

①教職員等による選書

⑥納品・請求書の送付（通常月毎）
　

⑦書類の提出

⑤書籍の配送 ③ジュンク堂書店から書籍の配送

④検収作業等（納品事実の確認）

　

　

ジュンク堂書店 

ブックウェブエキスパート 

教職員等 ジュンク堂書店 

②サイト上の「費目選択」の画面で下記のように指定 

 
● 科学研究費１ または 科学研究費２ 
 

※科学研究費または科学研究費２の違いは複数の科研費を 

  もっている場合に使い分けが出来るように設定されています。 

 

発注・検収センター 

納品・請求書 

発注・検収依頼書 

納品・請求書 

 ★利用者登録はジュンク堂書店の担当者に直接お問い合わせください。 
 

 ●塚本勉（つかもと・つとむ） 

 ●電話：０３－６４５７－７０４９ 

 ●ファックス：０３－６４５７－７０８７ 

 ●Mail：t.tsukamoto@junkudo.co.jp 

 ●住所：〒160-0008 東京都新宿区三栄町29 ニューフィールドビルディング6F 株式会社丸善ジュンク堂書店 外商部

東京支社 
 

 ※原則として 
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別紙⑤【池袋　セントポールズプラザ1階での文具等の発注・検収】

③カウンターに用意されている
　 発注・検収依頼書に必要事項を記入し提出

④教職員はそのまま文具を持ち帰る

⑤検収作業等（納品事実の確認）
②文具を持ってカウンターへ ※発注・検収センター事業部分室による

　 ①文具を選ぶ ※カウンターで発注・検収依頼書記入

⑥納品書・請求書の送付（通常週毎）

　

　

セントポールズプラザ1階 

（文具カウンター） 

教職員等 1階文具カウンター 

発注・検収センター 納品・請求書 

科研費で購入します 

発注・検収依頼書 

9
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別紙⑥【印刷物の検収対象・検収対象外】

※1：「検収が必要な印刷物」の場合は、「発注・検収依頼書」と「原稿」を発注・検収センターへご提出ください。

※2：「検収が不要な印刷物｣の場合は、「発注・検収依頼書」と「領収書」（教職員の押印必須）を発注・検収センターへご提出ください。

教職員等 

（研究教育事務局） 
 

 ①発注・検収依頼書と原稿 
 

 ⑩受領 

発注・検収センター 
 
 

 ③受付、点検 
 

 ⑧検収 

   ・数量確認 

   ・サンプルチェック 

業者 
 
 

 ⑤受注 
 
 

 ⑥印刷・製本 

②依頼 ④発注 

⑦納品 ⑨配送 

 

★検収が必要な印刷物★ 

    

    ・成果報告書 

    ・ポスター、チラシ 

    ・論文等の抜刷 

    ・その他の印刷物 

    ・製本物 

 

★検収が不要な印刷物★ 

    

    ・現金あるいは 

     コピーカードによる 

     各種資料のコピー 

教職員等 

（研究教育事務局） 
 

 ❶発注・検収依頼書と領収書 

発注・検収センター 
 
 

 ❸受付、点検 ❷提出 

経 理 課 

⑪支出依頼 

❹支出依頼 
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科学研究費助成事業 
内部監査について 

資料７ 
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2016年 7月 14日､15日､19日 

                        科学研究費助成事業説明会資料 

 

 

2016年度科学研究費助成事業内部監査について 

                      内部監査室 

 

 

１．監査目的 

 科学研究費等の適正な使用の確保のために、研究機関に内部監査が義務付けられていま

す。また、研究機関は内部監査の実施状況と監査結果について、「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）に基づく体制整備等の実施状況報告

書」を文部科学省に提出する必要があります。  

 

２．監査対象 

  2015年度の科研費採択課題  

 

３．監査内容と監査項目 

  内部監査は、以下の通常監査、特別監査の区分により実施します。 

(1)通常監査  

    2016年度に本学に所属する研究者が研究代表者として、科研費の交付を受けている

研究課題数の概ね 10%以上（日本学術振興会「科学研究費助成事業－科研費－科学

研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等」において指示）を選定

し、主に帳票類の監査を行う。 

       【監査項目】 

   ① 収支簿と関連帳票の突合等による執行状況の確認 

② 物品購入の手続き及び検収状況の確認 

③ 購入物品の寄贈手続きの確認 

④ 旅費、謝金等が支出基準に則って算出されているかを確認 

⑤ アルバイト等出勤簿の確認   等 

 

(2)特別監査  

    上記の通常監査対象となった研究課題のうち、概ね 10%以上を選定し、通常監査に 

加え、事実関係の厳密な確認などを含めた実地監査を行う。なお、選定された特別 

監査対象課題以外の通常監査対象課題の中から特定の取引を選定し、下記監査項目 

について確認を行う場合がある。 

【監査項目】 

① 研究代表者への概況聴取 

       ② アルバイトへのアンケート調査、聴取 

   ③ 購入物品（消耗品を含む）の現物確認及び備品台帳等との突合 

④ 業者から伝票を取り寄せて請求書等と突合 
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⑤ 旅費に関して、先方への事実確認及び出張の目的や概要のヒアリング   等 

 

４．監査実施日 

  (1)通常監査 2016年 9月 29日（木）、30日（金）、10月 3日（月）、4日（火） 

(2)特別監査 10月頃を予定（特別監査対象となった課題の研究代表者と別途調整） 

 

５．監査人 

  内部監査室 

  新日本有限責任監査法人 

 

６．これまでの内部監査での主な指摘事項 

 

 全般 領収書の記載もれや、印漏れ（宛名、大学名、本人確認印）があった。 

物品関連 年度末発注期限経過後、物品を発注せざるを得ない場合の留意点 

① 合理的な理由を記載した「申請書」の提出が必要であるが、そ

の提出をせずに発注が行われた。 

② 年度末発注期限を経過した購入の必要性が明らかでない理由の

記載があった。 

原則として発注・検収センターを経由して発注する 1個又は 1組(式)

の価格が 5万円以上の物品の購入を、やむを得ず教員が直接発注する

場合の留意点 

① 提出が必要となっている「発注・検収依頼書」および「理由書」

（直接発注しなければならない理由を記載）の一部が未提出で

あった。 

② 「理由書」に、購入理由は記載されていたが、直接発注を行っ

た理由は記載されていなかった。 

購入備品に備品ラベルが貼付されていなかった。 

機器備品を学外で使用していたが、機器備品等学外使用願が提出され

ていなかった。 

アルバイト関連 学生アルバイトの授業期間中の週 28時間以上の使用があった。 

旅費関連 学会・研究会等の出張の場合の開催案内、プログラム等の添付もれが

あった。 

チケットの半券、パスポートの写しの添付漏れがあった。 

出張旅費精算書の提出（出張後 2週間を目安）遅延があった。 

 

以上 
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科学研究費助成事業 
費目別・必要証憑書類等一覧 

資料８ 
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 平成28（2016）年度 科学研究費助成事業　執行の手引き

　　　２０１７年２月１０日（金）

　　　２０１７年３月１０日（金）

③科研費「基金分」（学内/他研究機関の分担金を含む）　　

　⇒提出期限はありません。（3/11以降に提出いただく証憑書類は2017年度分の支出として取り扱います。）

　　※補助事業期間が最終年度の課題については「補助金分」と同様に取り扱います。

④科研費「一部基金分」（学内/他研究機関の分担金を含む）　　

　⇒補助金分については「補助金分」、基金（助成金）については「基金分」と同様に取り扱います。

　＊クレジット利用明細書は、氏名・住所・利用日・引落し日・引落し金額・引落口座情報・利用合計額が記載されているもの（複数枚ある場合はすべて）をご提出下さい。

＜執行が認められないもの＞（例） 　＜領収書等の発行がされないケースについて＞

　　★証憑書類提出締切日★

①科研費「補助金分」他研究機関からの分担金

②科研費「補助金分」（学内分担金を含む）

　（⇒学内共通書式ダウンロードコーナー　http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/）

　●マーケットプレイスは出品者から領収書を発行してもらうか、揃わない場合は、①価格表

※その他執行に制限がある使途もございます。配布している「研究費ハンドブッ
ク」をご参照いただき、必要に応じて事前にリサーチセンターへご相談ください。

●執行に必要な申請書、依頼書等の書類については、様式をリサーチセンターHP（下記URL参照）よりダウンロードの上、作成して下さい。

　●ペイパルで支払いをした場合は、ペイパル関連の証憑のほかにクレジットカード利用

　　明細書の原本も必ず提出して下さい。

●用品費・教育研究用機器備品で購入した物品の保証料 　●ネットバンキングで振込みをした場合は、振込み確認画面（振込先・日付・金額・

　　手数料・振込人情報ほか記載）の出力紙を振込み受領書の代用とします。

　　で領収書が発行されない場合、クレジットカード決済確定画面の出力紙（押印要）を

●証憑書類の宛名は「立教大学・氏名」（他大分担者の場合は「所属研究機関＋氏名」）で発行を依頼して下さい。また、証憑書類には必ず日付を入れてもらって

●研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 　　示、②注文確認メール出力紙、③クレジットカード利用明細書の原本を添付して下さい。

　としがあるものに限りますのでご注意下さい。

領収書の有効期限は３ヶ月です。

　明細は不要です。また、年度末のクレジットカード利用につきましては、証憑書類提出締切日までにクレジットカード利用明細書が提出でき、当該年度内に引き落

●記載内容（日付・宛名・金額等）の訂正は無効となります。訂正があった場合は再発行をお願いさせていただくことになります。

　●クレジットカードによる立替払のうち、インターネット販売や海外での物品購入等

●出張時の保険料

　　領収書の代用とします。この場合クレジットカード利用明細は不要です。

【証憑書類に関する注意事項】

　下さい。業者払いの場合には納品書、立替払いの場合には領収書に、本人納品確認印を押して下さい。

●レンタカー使用時の保険料・オプション代

●クレジットカードによる立替払のうち、インターネット販売や海外での物品購入など、現金による立替払いと同様の証憑書類が揃わない場合は、クレジットカード

　利用明細書の原本をご提出下さい。（クレジットカードは利用者本人名義のものに限る。家族カード不可。）クレジットカード払いでも領収書があればカード利用

●執行権は、研究代表者・研究分担者（補助事業者）に限ります。

●海外で外貨建てによる現金立替払を行った場合は、本学が定める当該月の換算レートをもとに円建てで振込みます。

★ 重要 ★ 
必ずお読み下さい！ 

1/1

1
0
3

http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/
http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/
http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/


　  

業者払等
（請求書による支払い）

立替払

学
内
資
金

な　し
①請求書(品名・単価を明記)
②納品書(品名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印

①領収書(品名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

学
内
資
金

な　し

①請求書(品名・単価を明記)
②納品書(品名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印
③用品請求伝票

①領収書(品名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印
②用品請求伝票

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

学
内
資
金

な　し

①見積書(品名・単価を明記)
②納品書(品名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印
③請求書(品名・単価を明記)
④機器備品請求伝票

①見積書(品名・単価を明記)
②納品書(品名・単価を明記）
③請求書(品名・単価を明記)
④領収書
　＊本人納品確認捺印
⑤機器備品請求伝票

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

学
内
資
金

な　し
①請求書(書名・単価を明記)
②納品書(書名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印

①領収書(書名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印

＊同一の図書は原則3冊まで購入可。ただし、4冊以
上購入する場合は、50冊が上限（配布リスト・理由書
が必要。個研は不可）。
＊雑誌年間購読は当該年度分または、当該年度月
を含む購読期間1年間以内（過年度分は不可、次年
度分は可。先方発行の期間を確認できるものを添付
のこと）。

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

＊同一の図書は原則3冊まで購入可。ただし、4冊以
上購入する場合は、50冊が上限（配布リスト・理由書
が必要）。
＊雑誌年間購読は補助事業期間内のみ対象。
＊科研費により購入した1冊の価格が5万円（消費税
及び送料を含める）以上の書籍（オンライン資料は除
く）は本学図書館へ寄贈手続きを行う。
＊発注・検収依頼書は書式集P.121～を参照。

⑤
燃料費

・レンタカー使用時の燃料費

共
　
　
通

リサーチセンター
に

事前相談
―

①領収書
　＊本人納品確認捺印

＊自家用車使用時の燃料費およびレンタカー使用
時の燃料費単独での執行は不可。

赤字：個人研究費・研修資料費に関する注意

青字：科研費をはじめとする公的研究費に関する注意

物

品

費

①
消耗品費

・5万円未満の物品

（文房具、複写用紙、プリンタ、
トナー、パソコンソフト(DL版を含
む）、薬品等）

＊ガラス製品等の破損しやすい物品や薬品等の消
耗する物品および本体に内蔵して使用する物は、5
万円以上でも消耗品費。
＊ポイント充当による購入を認める。
＊家電量販店のレシートは、物品名及びポイント利
用の明細部分を切り取らずに完全な形で提出のこ
と。
＊1回の発注額が50万円以上の場合は事前に稟議
（決裁）が必要となるため事前相談が必要。
＊保守料は原則として対象外。
＊ウィルスソフトは当該年度分のみ対象。
＊発注・検収依頼書は書式集P.121～を参照。

発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

②
用品費

・5万円以上30万円未満で、
1年以上の使用に耐える物品

(実験用器具、標本、
パソコンソフト、パソコン等)

＊ソフトウェアは30万円以上でも用品費。
＊ポイント充当による購入を認める。但し、現金によ
る一部自己負担は認められない。
＊1回の発注額が50万円以上の場合は事前に稟議
（決裁）が必要となるため事前相談が必要。
＊保守料は原則として対象外。

＊科研費により購入した用品に該当する物品に関し
ては、立教大学への寄贈手続きを行う。
＊発注・検収依頼書は書式集P.121～を参照。

発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

③
教育研究
用機器備

品

・30万円以上で、1年以上の使用
に耐える物品

（実験用機材、パソコン等）

＊ポイント充当による購入を認める。但し、現金によ
る一部自己負担は認められない。
＊1回の発注額が50万円以上の場合は事前に稟議
（決裁）が必要となるため事前相談が必要。
＊保守料は原則として対象外。

＊科研費により購入した設備備品に関しては、立教
大学への寄贈手続きを行う。
＊発注・検収依頼書は書式集P.121～を参照。

発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

④
その他図
書資料費

・書籍（電子書籍を含む）、雑誌、
ビデオ・CD・DVD等（書籍に準じ
るソフト類）、地図、図録、データ
ベース使用料

発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

費目別対象経費一覧表【2016年度研究費ハンドブック抜粋】
※表中のページ数はリサーチセンターより配布している【2016年度研究費ハンドブック】に対応しています。適宜ご参照ください。

参考／ご留意いただきたい事項

科
研
費
目

立教費目 使途の対象となるもの
経費執行前の

提出書類

経費執行に伴う必要証憑書類
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業者払等

（請求書による支払い）
立替払

⑥
旅費

交通費

・国内出張の交通費、宿泊費等
・日帰り出張の交通費、出張雑
費

●教員・大学院生
・出張願
【提出先：各学部
事務室等】

●WFS外､学外者
の場合
・国内旅費支払依
頼書
【提出先：リサーチ】

＊学会・研究会等
で出張の場合は、
申請時に開催日
時、場所の確認で
きる資料を添付す
ること。

＊移動距離が片道100km未満の場合、宿泊費、出
張雑費なし。
＊大学院生は出張雑費なし（本学大学院研修生・大
学院研究生・大学院法務研究生を含む）。
＊1回の出張に複数予算を使用する場合は日程表
で予算の切り分けを明示する。
＊研究代表者による分担者、協力者の旅費立替は
不可。

＊科研費の場合、【出張願】【旅費支払依頼書】に
は、必ず、研究種目・課題番号・研究代表者名・研究
課題名を記載すること。

※出張に関する手続きや支給額等は、Ｐ.25～30参
照。

・航空運賃、宿泊費、出張雑費等

（空港までの移動等　国内の交
通費⇒旅費交通費）

●教員・大学院生
・出張願
・日程表
・添付資料
【提出先：各学部
事務室等】

●WFS外、学外者
の場合
・外国旅費支払依
頼書
・日程表
【提出先：リサーチ】

＊学会・研究会等
で出張の場合は、
申請時に開催日
時、場所の確認で
きる資料を添付す
ること。

　
＊宿泊料の支払いに用いる日数は、出発日から帰
着の前日までとするが、機内泊は宿泊費を支給しな
い。
＊大学院生は出張雑費なし（本学大学院研修生・大
学院研究生・大学院法務研究生を含む）。
＊1回の出張に複数予算を使用する場合は日程表
で予算の切り分けを明示する。
＊旅行傷害保険は対象外（大学負担：詳細は旅費
担当へ）
＊空港使用料、現地での交通費は申請により実費を
支給（領収書の提出が必要）。
＊研究代表者による分担者、協力者の旅費立替は
不可。

＊科研費の場合、「出張願」「旅費支払依頼書」に
は、必ず、研究種目・課題番号・研究代表者名・研究
課題名を記載すること。

※出張に関する手続きや支給額等は、Ｐ.25～30参
照。

・招へい外国人等旅費

（航空運賃⇒海外出張費
滞在費・リムジン代⇒旅費交通
費）

・招へい外国人等
旅費支払依頼書
・日程表
・講演会等の開催
資料
【提出先：リサーチ】

＊学内予算では、滞在費・空港までの交通費は「旅
費交通費」で支出する。
＊科研費の場合、招へい依頼者から招へい者への
現金払い（立替払い）とする（リサーチセンターで領
収書を用意する）。

※招へいに関する手続きや支給額等は、Ｐ.28～29
参照。

⑧
兼務職員
人件費

・アルバイト
・RA

●アルバイト
・アルバイト使用申
請書
・採用予定者一覧
（採用予定者あり
の場合）

●RA
・RA採用申請書

【提出先：リサーチ】

（人事課が支出処理を行う） 不可

＊RAを雇用することはできない。
＊使用申請書は勤務開始日の2週間前（人選が必
要な場合は1ヶ月前まで）までに提出すること。申請
受付後、人事課より登録手続きの連絡あり。
＊出勤簿の入力は出勤した日にその都度行い、毎
月最終勤務日終了後、人事課に速やかに提出する
こと。
＊給与は本人口座に振り込まれる。

※アルバイト･RA使用の手続きおよび勤務条件等は
P.31～37参照。

学
内
資
金

①見積書
②納品書（業務完了届）
　＊本人納品確認捺印
③請求書
　
【提出先：リサーチ】

必ず事前にリサーチセンター
にご相談ください。

公
的
研
究
費

①見積書
②納品書（業務完了届）
　＊本人納品確認捺印
③請求書
④成果物
　
【提出先：リサーチ】

必ず事前にリサーチセンター
にご相談ください。

※成果物の実見が必要にな
りますので、リサーチセンター
までご提出ください。

学
内
資
金

―
必ず事前にリサーチセンター
にご相談ください。

公
的
研
究
費

―

必ず事前にリサーチセンター
にご相談ください。

※成果物の実見が必要にな
りますので、リサーチセンター
までご提出ください。

赤字：個人研究費・研修資料費に関する注意

青字：科研費をはじめとする公的研究費に関する注意

リサーチセンター
に
事前相談

・謝金支払依頼書
※翻訳、テープ起
こし、校閲、原稿料
の場合
は事前相談の上、
納品後に提出。
（請求書がある場
合は不要）
【提出先：リサー
チ】

＊【立教大学研究費・補助金謝金等基準一覧表】
P.39～40をご覧の上、必ず事前にリサーチセンター
へご相談ください。
＊個人への謝金は原則立替払不可。
＊謝金基準の上限額超過分の自己負担は不可。
＊講演会の場合、講演会案内を提出。

＊公的研究費による発注と検収の手続きについて、
詳細はP．54～58をご確認ください。

・調査協力者謝金
（アンケート配布・回収、資料収
集、被験者、請負にあたるもの、
継続性がなく1、2回で完了する
調査協力）

リサーチセンター
に

事前相談

参考／ご留意いただきたい事項

旅

費

共

通

学部事務室等よりWFSにて出張申請。出張申請承認後、
実費精算。

 ●精算時提出物
①国内出張旅費精算書
②領収書（または請求書）
   ＊本人内容確認捺印

【提出先：旅費担当】
出張終了後2週間を目安として提出のこと。

⑦
海外

出張費

学部事務室等よりWFSにて出張申請。出張申請承認後、
実費精算。
　
　
●精算時提出物
①海外出張旅費精算書
②領収書（または請求書）
   ＊本人内容確認捺印
③旅行会社もしくは航空会社発行のフライトスケジュール
④チケットの半券またはパスポートの写し

【提出先：旅費担当】
帰国後2週間を目安として提出のこと。

＊3週間前までにリサーチセンターに相談の上、事前に手続
きを行ってください。

●提出物
①航空券の領収書（または請求書）
   ＊本人内容確認捺印またはサイン
②旅行会社もしくは航空会社発行のフライトスケジュール
③往路チケットの半券またはパスポートの写し

【提出先：リサーチ】

人
件
費
・
謝
金

⑨
報酬

手数料

・講演会講師
・事例発表、司会
・研究・調査助言
・通訳
・翻訳
・テープ起こし
・校閲
・原稿料
・デザイン料（チラシ、ポスター
等）

科
研
費
目

立教費目 使途の対象となるもの
経費執行前の

提出書類

経費執行に伴う必要証憑書類
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業者払等

（請求書による支払い）
立替払

⑩
電信

電話費
・国内外へのFAXや電話料

リサーチセンター
に

事前相談

①請求書(明細添付)
　＊本人納品確認捺印
②通信先が明記されている
通信記録等明細

①領収書(明細添付)
　＊本人納品確認捺印
②通信先が明記されている
通信記録等明細

＊研究目的の出張時のホテル等でチャージされるイ
ンターネット利用料を認める。
＊上記以外の電信電話費の執行には原則として研
究上の必要性を説明する理由書が必要。
＊国際テレフォンカードは、用途を明記の上、使用済
みカードを提出。

⑪
郵便費

・研究資料、アンケート用紙、
  論文等の郵送料
・切手代　・ゆうパック料金
・EMS<国際ビジネス便>料金
・現金書留封筒

な　し ―

①領収書
(ゆうパック、EMS等について
は郵送する物品を明記)
　＊本人内容確認捺印

＊郵便局「領収証書」には大学名を記入のこと。
＊ゆうパック、EMSは送り状控を提出。
＊書留は受領書控えを提出。
＊公的研究費によるゆうパックの箱等は消耗品費に
なるため検収の必要あり。

学
内
資
金

な　し
①請求書(枚数・単価を明記)
②納品書(枚数・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

学
内
資
金

な　し
①請求書
②納品書
　＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

公
的
研
究
費

発注・検収依頼書

学
内
資
金

な　し
①請求書
②納品書、業務完了届等
 ＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

公
的
研
究
費

提出書類はP.57～
58を参照

・電算機等の使用料、賃借料
・会場（施設）使用料
･レンタル機材、レンタル携帯電
話、資料借用料
・調査地でのレンタカー代

学
内
資
金

●レンタカーの場
合

リサーチセンター
に

事前相談

①請求書
②納品書、業務完了届等
 ＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

・電算機等の使用料、賃借料
･レンタル機材、レンタル携帯電
話、資料借用料

A:成果物（実見で
きるもの）がある
【発検センター所

管】

提出書類はP.57～
58を参照

・会場（施設）使用料
・調査地でのレンタカー代

B:成果物（実見で
きるもの）がない
【リサーチ所管】

●レンタカーの場
合

リサーチセンター
に

事前相談

①請求書
②納品書
 ＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

・資料のデジタル化（DVD化等）
・マイクロフイルム作成
・データベース開発作成
・デジタルコンテンツ開発作成
・調査委託・分析委託（報告書等
がある場合）
・データ入力
・宅配便代

学
内
資
金

な　し
①請求書
②納品書、業務完了届等
 ＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

・資料のデジタル化（DVD化等）
・マイクロフイルム作成
・データベース開発作成
・デジタルコンテンツ開発作成
・調査委託・分析委託（報告書等
がある場合）
・データ入力

A:成果物（実見で
きるもの）がある
【発検センター所

管】

提出書類はP.57～
58を参照

・宅配便代
B:成果物（実見で
きるもの）がない
【リサーチ所管】

①請求書
②納品書
 ＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

赤字：個人研究費・研修資料費に関する注意

青字：科研費をはじめとする公的研究費に関する注意

⑯
その他の
委託費

＊宅配便は、物品名が明記されている送付状が必
要。
＊100万円以上の委託費については事前に稟議（決
裁）が必要となるためリサーチセンターに事前相談が
必要。

＊公的研究費による発注と検収の手続きについて、
詳細はP．54～58をご確認ください。公

的
研
究
費

発検センターへ依頼

立教大学公的研究費による役務等契約手続・管理実施要
領に則り処理いたします。

そ

の

他

共
　
　
通

⑫
印刷費

・資料複写
・調査用紙、報告書、論文等の別
刷代
・マイクロリーダー、パソコンから
のプリントアウト料金
・外国の出版社や他大学図書館
からのコピー料金
・コピーカード代
・名刺の印刷代

＊1回の発注額が100万円以上の印刷費については
事前に稟議（決裁）が必要となるため事前相談が必
要。
＊名刺印刷は個人研究費のみ執行可。業者発注の
ものに限る（サンプルとして名刺１枚を添付）。本学に
所属していることが主体に記されており、研究上の必
要性を示すこと。大学以外の住所が記載されたもの
は執行不可。
＊公的研究費による印刷物は発注・検収が必要。
＊現金／コピーカードによる各種資料のコピーは
検収の対象外。領収書とともに「発注・検収依頼書」
を提出。
＊年度末のコピーカード購入については、用途を明
記の上、使用済みカードを提出。

発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

⑭
機器備品
修繕費・
保守料

・大学の登録物品（機械・器具等
の備品および用品）の修理代
・機器類（PC等)の修繕、診断料

＊用品・備品登録番号を付記すること。
＊修理内容の明細書を提出。

＊公的研究費による発注と検収の手続きについて、
詳細はP．54～58をご確認ください。

発検センターへ依頼

立教大学公的研究費による役務等契約手続・管理実施要
領に則り処理いたします。

⑮
施設・設
備等賃借

料

＊レンタカー代：使用理由書を提出(書式自由)。また
借用期間、金額明細が明記されている資料を添付。
※保険料、オプション代は対象外。
※免責補償料は、個人研究費・立教SFRのみで支出
可。

＊公的研究費による発注と検収の手続きについて、
詳細はP．54～58をご確認ください。

公
的
研
究
費

発検センターへ依頼

立教大学公的研究費による役務等契約手続・管理実施要
領に則り処理いたします。

⑬
製本費

・雑誌、資料、論文の製本代 ＊公的研究費による製本物は発注・検収が必要。
＊発注・検収依頼書は書式集P.121～を参照。発検センターへ依頼

学校法人立教学院　発注・検収センター物品及び印刷物
取扱要領に則り処理いたします。

参考／ご留意いただきたい事項

科
研
費
目

立教費目 使途の対象となるもの
経費執行前の

提出書類

経費執行に伴う必要証憑書類
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業者払等

（請求書による支払い）
立替払

・DPE代
・論文審査費用／論文投稿費用
・調査協力謝礼品
・駐車場代金
・手数料
・講習会等受講料

学
内
資
金

な　し
①請求書
②納品書
 ＊本人納品確認捺印

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印

・DPE代
・論文審査費用／論文投稿費用

A:成果物（実見で
きるもの）がある
【発検センター所

管】

提出書類はP.57～
58を参照

・調査協力謝礼品
・駐車場代金
・手数料
・講習会等受講料

B:成果物（実見で
きるもの）がない
【リサーチ所管】

なし

①請求書
②納品書
 ＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

①領収書(但し書を明記)
　＊本人納品確認捺印
【提出先：リサーチ】

⑱
諸会費

・学会の年会費
・入会費
・大会の参加費

共
　
　
通

な　し ―

①領収書(但し書を明記)
　＊本人内容確認捺印

②（年会費の場合）
学会発行の当該年度の年会
費の金額が確認できる文書

(大会参加費の場合)　大会の
開催日・場所・費用が明記さ
れた文書

＊学会の年会費は個人研究費でのみ支出可。
＊次年度年会費は対象、過年度年会費は対象外。
アーリーバード等で前年度中に翌年度の参加費を支
払った場合は、参加当日に改めて領収書を取得する
こと。精算は参加年度に行う。
＊年度等の確認が出来ない場合、別途「学会用申
請書」を提出。
＊立替払のみ（研究代表者・分担者以外の立替払
の場合は理由書添付）。
＊郵便振替払込金受領証を領収書の代用とすると
きは、該当年度と金額が明記された請求書に代わる
文書等を添付。
＊学会の案内またはプログラムを必ず添付。
＊大会の参加費は年度内開催のものが対象／懇親
会費・親睦会費・弁当代は対象外。

⑲
会議

会合費
・会議、打合せ時の飲料、食事代

リサーチセンター
に事前相談

①請求書
②納品書
 ＊本人納品確認捺印
③会議会合費等支払依頼書
④会議会合費等参加者リスト

①領収書(品名・単価を明記)
 ＊本人納品確認捺印
②会議会合費等支払依頼書
③会議会合費等参加者リスト

＊個人研究費では対象外。
＊菓子は対象外。
＊食事はやむを得ない理由により必要な場合に限
る。
＊研究会等での食事は原則対象外。
＊学外飲食店での飲食は原則対象外（やむを得な
い場合は理由書により判断することがある）。
＊会議会合費基準の上限額超過分の自己負担は
不可。
※上限金額はＰ.30参照。

⑳
公租公課

・印紙代
＊請負に当たる契約は、契約金額によって印紙税が
決まっているため、発生の可能性がある場合は、事
前にリサーチセンターに確認すること。

赤字：個人研究費・研修資料費に関する注意

青字：科研費をはじめとする公的研究費に関する注意

参考／ご留意いただきたい事項

そ

の

他

⑰
雑　費

＊調査協力者謝礼品の上限額超過分の自己負担
は不可。
※上限金額はＰ.39参照。
＊調査協力者謝礼品は、個人／機関対象いずれの
場合も、相手の氏名・機関名および調査協力内容、
購入品名、単価を添付。
＊調査協力者謝礼品は、調査協力等に対する謝礼
の品であり、手土産は対象外。
＊美術館・博物館等の入場料、演劇・講演会等のチ
ケット代の執行には原則として半券が必要。
＊レンタカー、自家用車による出張にともなう駐車場
代金はリサーチセンターに事前相談のこと。
＊講習会の案内またはプログラムを必ず添付。

＊公的研究費による発注と検収の手続きについて、
詳細はP．54～58をご確認ください。

公
的
研
究
費

発検センターへ依頼

立教大学公的研究費による役務等契約手続・管理実施要
領に則り処理いたします。

リサーチセンターにお問合せ下さい。

科
研
費
目

立教費目 使途の対象となるもの
経費執行前の

提出書類

経費執行に伴う必要証憑書類
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立教大学 
研究費・補助金謝金等基準一覧表 

資料９ 
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   立教大学研究費・補助金謝金等基準一覧表                                              

NO 区  分 
単
位 

上限（円） 
源泉
徴収 

備  考 

1 

公開講演会 
研究会 
講演謝金 

公開講演会・研究会 
講演謝金Ｓ 

回 
 100,000 
源泉税別 

要 
・大学主催の場合に限る 
・「認定理由」を計画書に明記しなければならない 
・本学名誉教授にはＳランクを認定することはできない 

2 
公開講演会・研究会 
講演謝金Ａ 

回 
 50,000 
源泉税別 

要 
・教授、准教授・社長・役員クラス 
・１回 4時間程度 
・本学名誉教授には A ランクを認定することはできない 

3 
公開講演会・研究会 
講演謝金Ｂ 

回 
 30,000 
源泉税別 

要 

 
・講師・助教・研究員・部局長・課長クラス 
・１回４時間程度 
 

4 
公開講演会・研究会 
講演謝金Ｃ 

回 
 10,000 
源泉税別 

要 

・Ａ、Ｂランク以外の研究者等 
・１回４時間程度 
・学内者はＣランク以下のみ 
・主催・共催する学部に所属する者は対象外 
・学部生・大学院生は対象外 

5 
公開講演会・研究会 
講演謝金Ｄ 

回 
 5,000 

源泉税別 
要 

・Ａ、Ｂ、Ｃランク以外の者 
・１回４時間程度 
・主催・共催する学部に所属する者は対象外 
・学部生・大学院生は対象外 

6 調査協力者謝金（個人） 回 2,000 不要 
・実験の被験者、調査の調査対象者 
・学部生には図書カードでの支払いのみ可 

7 調査協力謝金（機関・法人対象） 
半
日 

10,000 不要 
・半日（4時間程度）の調査協力は、概ね 10,000円 
・1 日（8時間程度）の調査協力は、概ね 20,000円 

8 調査協力謝礼品（個人対象） 回 
2,000 

消費税別 
不要 

・調査等の協力に対する謝礼品（手土産ではない） 
・アルコール類、煙草、金券は不可 

9 調査協力謝礼品（機関・法人対象） 回 
3,000 

消費税別 
不要 

・調査等の協力に対する謝礼品（手土産ではない） 
・アルコール類、煙草、金券は不可 

10 

研究会・ 
調査等の助言 

研究会・調査等の
助言謝金Ａ 

回 
20,000 

源泉税別 
※ 

・研究会や調査における助言者、シンポジウム・研究集会
等における司会者・助言者・事例発表者の謝金 
・教授、准教授・社長・役員クラス 
・1回４時間程度 
・学内者には A ランクを認定することはできない 

11 
研究会・調査等の
助言謝金Ｂ 

回 
10,000 

源泉税別 
※ 

・研究会や調査における助言者、シンポジウム・研究集会
等における司会者・助言者・事例発表者の謝金 
・教授（学内）、准教授（学内）、講師、助教・研究員・部
局長・課長クラス 
・1回４時間程度 
・助言を受ける者と同じ学部に所属する者は対象外 

12 
研究会・調査等の
助言謝金Ｃ 

回 
5,000 

源泉税別 
※ 

・研究会や調査における助言者、シンポジウム・研究集会
等における司会者・助言者・事例発表者の謝金 
・Ａ、Ｂランク以外の者 
・１回４時間程度 
・助言を受ける者と同じ学部に所属する者は対象外 
・学部生・大学院生は対象外 

※ 居住者は不要。非居住者は要。 
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   立教大学研究費・補助金謝金等基準一覧表                                

NO 区     分 
単
位 

上限（円） 
源泉
徴収 

備    考 

13 

通訳謝金 
（全言語共通） 
（公開講座・ 
公開講演会） 

学外業者に 
委託する場合 

回     
 

業者請求による 
見積書・納品書・請求書の提出要 
￥100,000 を超える場合は事前にご相談ください。 

14 

他大学教員等に
依頼する場合 

回 
70,000 

源泉税別 
要 通訳謝金 1： 教授、准教授・社長・役員クラス 

15 回 
50,000 

源泉税別 
要 通訳謝金 2： 講師、助教・研究員・部局長・課長クラス 

16 回 
30,000 

源泉税別 
要 通訳謝金 3： 1、2 ランク以外の者 

17 
学内者に 
依頼する場合 

回 
10,000 

源泉税別 
要 通訳謝金 4： 教授（学内）、准教授（学内）クラス 

18 回 
5,000 

源泉税別 
要 

通訳謝金 5： 4 ランク以外の者 
学部生・大学院生は原則として対象外 

19 
調査通訳謝金 
（全言語共通） 

本業とする者に
依頼した場合 

       
業者請求による 
見積書・納品書・請求書の提出要 

20 
本業としない者に
依頼した場合 

半
日 

10,000 要 
半日 10,000円／1日 20,000円 
学部生・大学院生は原則として対象外 

21 
翻訳謝金 
（全言語共通） 

本業とする者に
依頼した場合 

      
業者請求による 
見積書・納品書・請求書の提出要 

22 
翻訳謝金 
（和文→和文以
外） 

本業としない者に
依頼した場合 

 
4,800 

源泉税込 
要 

和文→和文以外（200 ワード） 
ワード数カウントできない言語は（400字）を適用 
学部生・大学院生は原則として対象外 

23 
翻訳謝金 
（和文以外→和
文） 

 
4,800  

源泉税込 
要 

和文以外→和文（400字） 
学部生・大学院生は原則として対象外 

24 
翻訳謝金 
（和文以外→和
文以外） 

 
4,800   

源泉税込 
要 

和文以外→和文以外（200 ワード） 
ワード数カウントできない言語は（400字）を適用 
学部生・大学院生は原則として対象外 

25 テープ起こし 
本業とする者に
依頼した場合 

      
業者請求による 
見積書・納品書・請求書の提出要 

26 
校閲謝金 
（全言語共通） 

本業とする者に
依頼した場合 

        
業者請求による 
見積書・納品書・請求書の提出要 

27 

校閲謝金 
本業としない者に
依頼した場合 

 
800    

源泉税込 
要 和文 400字 

28  
2,600   

源泉税込 
要 

和文以外 300 ワード 
ワード数カウントできない言語は（300字）を適用 

29 

原稿料 

本学教員等 
(学生は除く） 

 
2,000   

源泉税込 
要 

和文 400字 和文以外 200 ワード 
ワード数カウントできない言語は（400字）を適用 

30 学外者  
3,000   

源泉税込 
要 

和文 400字 和文以外 200 ワード 
ワード数カウントできない言語は（400字）を適用 

注）居住者の源泉所得税は 10.21％、非居住者は、原則として 20.42％の課税対象となります。 但し、租税条約締結国居住者の
場合は、一定の条件を満たせば減免措置が受けられます。 
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旅費の実費支給の手引き 

資料１０ 
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１．研究・調査のための国内出張          Ｐ117 

国内出張費 必要証憑類一覧（別紙１）     Ｐ124 

 

２．研究調査のための海外出張           Ｐ126 

海外出張費 必要証憑類一覧（別紙 2）      Ｐ133 

海外出張に伴う諸経費の支給要領（別紙 3）   Ｐ136 

海外旅行保険料支給要領（別紙 4）       Ｐ137 

 

３．関係資料 

・学校法人立教学院本部及び立教大学専任勤務員の 

出張及び旅費の支給に関する規程       Ｐ140 

・学校法人立教学院本部及び立教大学専任勤務員の 

出張及び旅費の支給に関する規程細則     Ｐ153 

・招へい外国人等旅費支給要領          Ｐ158 

 

４．よくあるご質問 ＦＡＱ           Ｐ162 

 

・旅費全般  ⇒ 人事部人事課  03-3985-2245 

・旅費実務（旅費申請、必要証憑、精算手続き）  

⇒ 旅費担当 （セントポールプラザ 3 階） 

       03-3985-4359・2755 

   ・人事課 HP（旅費実費関係資料、各種書式ダウンロード） 

⇒ https://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_trip/ 

     （要 V-Campus ID） 

   

・リサーチ・イニシアティブセンターHP（各種書式ダウンロード） 

   ⇒ http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/ 

 

立教学院人事部人事課 

 

2016 年 7月 14日版 

旅費の実費支給の手引き 

（科学研究費助成事業に関する説明会用） 

115

https://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_trip/
http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/


 

116



研究調査（国内）1 

 

研究・調査のための国内出張 

 

 

 

 

 

  

 

１．研究・調査のための出張 

 

学内外の予算・補助金等による、研究・調査のための出張 

   （科研費、厚労科研費、戦略的研究基盤形成支援、共同・受託、指定寄付、ＳＦＲ、

個人研究費、研修資料費、研究調査目的の学部管轄予算などの出張） 

 

２．出張の申請・承認 

 

１）出張の申請は、事前におこない、承認を得ることが必要です。 

２）出張期間の出発日と帰着日は、実際に交通機関を利用する日程を申請します。 

３）１単位の出張で、複数の予算を組み合わせる場合には、出張日程表（様式「旅－

12」）を提出します。 

４）申請にあたって、旅費の支給方法を以下の４方式から選択します。 

 ① 本人立替 出張者が旅費を立て替え、出張後に精算します。 

 ② 請求書払（学院業者) 学院指定業者（立教トラベルプラザ・東武トップツア 

ーズ）への支払いを請求書でおこない、学院が業者に直接支払います。 

    ③ 請求書払（任意業者） 業者への支払いを請求書でおこない、学院が業者に直

接支払います。 

 ④ 旅費仮払 学院が出張者に一定の金額を仮払いし、出張後に精算します。 

注）ひとつの出張で仮払いと請求書払いを同時に選択することは出来ません。 

  ５）申請方法 

教員 「出張願」（様式「旅－2」）に必要事項を記入して、学部の事務室に提出

します。その後、ワークフローシステムで出張申請がなされ、学部内で決裁

が行われたのち、人事部の決裁が終了すると、出張が「承認」された旨のメ

ールが送られます。 

職員 ワークフローシステムを使って、出張申請をおこないます。決裁が終了す

ると、出張が「承認」された旨のメールが送られます。ワークフローシステ

【お問い合わせ先】 

旅費担当 内線（4359・2755） 

       場所（セントポールプラザ３階） 
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研究調査（国内）2 

 

を使えない場合は「出張願」（様式「旅－1」）に必要事項を記入して所属

長の承認印を得たのち、人事部旅費担当へ送付します。 

  ６）出張（宿泊が伴うもの）が終わってから出張願いを申請する場合 

    「出張願」と一緒に「事後申請届」（様式「旅-30」）を学部の事務室に提出して 

ください。学部の事務室は、ワークフローシステムの「出張願」に電子ファイル 

で添付してください。（原本の提出は必要ありません） 

 

３．旅費の支給基準 ＜調査・研究＞  

＜交通費＞ 

・利便性、経済性を考慮して妥当な交通経路及び交通手段を選択することができま

す。  

・交通費算定の起点は、「池袋キャンパスもしくは新座キャンパス（最寄駅）」、「通

勤経路上」または「自宅（最寄駅）」のいずれかを原則とします。 

・出張経路と通勤経路が重複し、通勤交通費補助金が支給されているときには、そ

の部分の出張旅費としての交通費は支給しません。 

・出発地から移動距離が 100km以上の交通費は領収書が必要です。移動距離が 100km

未満でも、利便性が認められ、領収書がある場合には、鉄道の特急料金、高速バ

ス運賃等の交通費を支給することができます。 

・羽田空港・成田空港までリムジンバス、空港連絡バスを利用した場合は領収書が

必要です。地方の空港のリムジンバス、空港連絡バスは、領収書を取得できなく

ても支給することが可能です。 

・公共交通機関（鉄道、航空機、船舶、路線バス等）の利用を原則とします。 

旅費内訳 支給額 

 交通費上限 

  

  

  

鉄道 運賃 

及び指定席特急券 

航空機 普通運賃 

船舶 ２等の２つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限／日 12,000 円 

出張雑費／日 3,200 円 

その他の経費 （参加費） 申請により実費（細則第 14 条） 

旅費の執行にかか

わる要件 

出張回数上限  

各予算の執行要領による。 

（規程第 12 条） 

出張日数上限 

その他，支給総額の上限等 
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研究調査（国内）3 

 

・タクシー、レンタカー、私用車の利用は、原則として認めません。ただし、状況

によりタクシー、レンタカーは「届書」（様式「旅-27」）を提出し、人事課長の決

裁により支給します。私用車の利用については、別に定めます。 

・航空運賃は、エコノミークラス運賃を支給上限としますが、その金額以内であれ

ば、上位等級を利用することができます。 

・航空運賃を上限とする地域 

北海道、青森県、秋田県、山形県、富山県、石川県、福井県、和歌山県、 

鳥取県、島根県、広島県、山口県、四国、九州、沖縄県 

    上記以外の地域の出張に任意で航空機を利用した場合は、対応する鉄道運賃を上

限とし、いずれか安価な交通費を支給します。 

・鉄道の座席の等級は、ＪＲの普通車指定席に準ずるものとします。 

 

＜宿泊費＞  

・出発地から 100km以上移動する場合、宿泊を伴う出張とします。 

・宿泊費の支給は、正規の宿泊施設の利用を対象とし、個人宅等での宿泊について

は支給しません。出張が長期にわたり、居住施設を賃借する場合の要件は別に定

めます。 

・食費は宿泊費に含めることはできません。ただし、宿泊費と分けられない場合に

は支給します。 

 

＜その他の経費（参加費）の支給要件＞ 

細則第 14 条により、研究、調査の参加費は「旅費」としての支給はできませんが、予

算によっては、「旅費」以外の費目で支給することができます。 

 

４．精算 

 

  ＊ 精算に必要な証憑類の一覧は別紙１を参照してください 

  １）本人立替 

    ・「交通費」「宿泊費」の支払は、出張者がおこない、支払ったことを証明する「領

収書」等の証憑を取得します。 

    ・出張後２週間を目安として、「国内出張旅費精算書」（様式「旅－13」）を作成し、

証憑を添付して、旅費担当に提出します。 

    ・内容を精査の上、出張者の銀行口座に精算額が振り込まれます。 

    ・「出張雑費」は、精算の際あわせて出張者の銀行口座に振り込まれます。 
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研究調査（国内）4 

 

  ２）請求書払 

①「立教トラベルプラザ」を利用する場合 

     ・「出張願」の提出と同時に、「申込書」（様式「旅－9、10」、出発・帰着日時、

希望交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当に提出します。 

       窓口：旅費担当 

        メールアドレス：ryohi@rikkyo.ac.jp 

              ファックス：０３－３９８５－２８４４ 

       学内便宛先：旅費担当 

・チケット等の受け渡しは、「立教トラベルプラザ」窓口です。自宅への送付も

可能です。 

     ・上記については、業者からの請求書をもとに、学院が代金を支払います。 

     ・出張中に生じたその他の支出（現地交通費など）の精算は、「本人立替」と同

様の扱いになります。 

     ・現地交通費等の精算がなく、「出張雑費」のみ支給希望の場合には、「申込書」

で「出張雑費のみ支給」を選択すると、出張者の銀行口座に振り込まれます。 

 

    ②「東武トップツアーズ」（学院指定業者）を利用する場合 

     ・「出張願」の提出と同時に、「申込書」（様式「旅－6、7」、出発・帰着日時、

希望交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当に提出します。 

        窓口：旅費担当 

        メールアドレス：ryohi@rikkyo.ac.jp 

               ファックス：０３－３９８５－２８４４ 

        学内便宛先：旅費担当 

     ・旅費担当から、業者に手配を依頼します。 

     ・チケット等の受け渡しは、旅費担当窓口です。自宅への送付も可能です。 

     ・上記については、業者からの請求書をもとに、学院が代金を支払います。 

     ・出張中に生じたその他の支出（現地交通費など）の精算は、「本人立替」と同

様の扱いになります。 

     ・現地交通費等の精算がなく、「出張雑費」のみ支給希望の場合には、「申込書」

で「出張雑費のみ支給」を選択すると、出張者の銀行口座に振り込まれます。 

    

③「任意業者」を利用する場合 

・チケットの依頼等は出張者がおこない、「請求書」を取得します。 

・旅費担当に、請求書・その他の必要書類を提出します。 

・学院より、直接当該業者に支払をおこないます。支払いには１カ月から最大

２カ月かかることがありますので、業者への支払期限についてはご注意くだ
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さい。 

・出張雑費および出張中に生じたその他の支出（現地交通費など）の精算は、

「本人立替」と同様の扱いになります。 

 

   ３）旅費仮払 

・「出張願」の提出を、出張日の１カ月前までにおこなってください。出張願の中

に、仮払金額（５万円、１０万円）を指定する欄がありますので、希望額を選

択してください。 

    ・仮払金が、出張者の銀行口座に振り込まれます。「交通費」「宿泊費」の支払は、

出張者がおこない、支払ったことを証明する「領収書」等の証憑を取得します。 

    ・出張後２週間を目安として、「国内出張旅費精算書」（様式「旅－13」）を作成し、

証憑を添付して、旅費担当に提出します。 

    ・内容を精査の上、仮払額より精算額が多い場合は、その差額が出張者の銀行口

座に振り込まれます。また、仮払額より精算額が少ない場合は、その差額をご

返金ください。 

    ・仮払金は、レンタカー代やガソリン代、電話使用料などには使えません。 

    ・仮払金は、他の出張者の出張旅費に使うことはできません。 

    ・大学の予算と科研費は、それぞれ仮払いの手続きをすることができます。すで 

に仮払いを受けている場合には、精算が終わった時点で、次の仮払いの申請が 

可能となります。 

 

５ 出張の内容変更、中止 

 

  １）出張内容変更の手続き 

    ■ その１ 決裁済みの「出張願」のコピーを手書きで修正する方法 

 

１．この手続きは、既に決裁済みの「出張願」のコピーを用いて紙媒体で行います。

電子媒体での提出は不要です。 

２．既に決裁済みの「出張願」のコピーを手書きで修正（二重線、修正印）してく

ださい。 

３．備考欄には、申請内容変更の理由を記載してください。 

４．上記作成の書式に、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科長、所属長など）

を押して、旅費担当に提出してください。決裁欄には、修正前の印影が既にあ

ると思いますので、それを避けて押印ください。 

５．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。   
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 ■ その２ 変更内容を反映した「出張願」を新規に作成する方法 

 

１．もうひとつの手続き方法は、修正ではなく、変更内容を反映させて「出張願」

自体を作成しなおす方法です。こちらも紙媒体で行いますので、電子媒体での

提出は不要です。 

２．修正した箇所がわかるように、変更項目を○で囲むなどの目印をお願いいたし

ます。 

３．備考欄には、申請内容変更の理由を記載してください。 

４．上記作成の書式に、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科長、所属長など）

を押して、旅費担当に提出してください。 

５．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。 

   

 

  ２）出張中止の手続き 

■ 「出張中止届」 （当該書式は、旅費担当までお申し出ください。） 

 

１．決裁済みの出張を中止する場合には本届が必要です。 

２．当該手続きは、紙媒体で行います。電子媒体での提出は不要です。 

３．「出張中止届」に必要事項を記入し、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科

長、所属長など）を押して、旅費担当に提出してください。 

４．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。 

 

 

６ その他 

１）パッケージツアーを利用した場合には、領収書や請求書のほかに旅行会社が発行

したパッケージ料金の内訳明細（申込お客様控えやバウチャーなど）が必要です。

金額のみの領収書だけでは、申請の出張に該当するかどうかの判断が難しいため、

利用日、出発地と到着地、乗車／搭乗便名、宿泊施設名などがわかるものを提出

してください。 

２）他機関に所属する学外者や本学の学生などが、リサーチ・イニシアティブセンタ

ー主管の学外研究費および補助金で出張をする場合は、「国内旅費支払依頼書」

（様式「旅－101」）による申請をおこない、承認を得ます。 

３）学外研究費および補助金が算出基準、支給基準を定めている場合はその基準に従

います。 

４）学院指定の旅行会社として「じゃらんコーポーレートサービス」の利用を開始し

ました。 
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URL:http://www.jalan.net/uw/uwp0800/uww0803.do 

   専用 ID：rikkyo      パスワード：rikkyo1874 

 

・予約の際には、個人で事前にリクルート ID を登録する必要があります。 

・決済方法は、「現地宿泊施設でのお支払」と「オンラインカード決済」の二つの方法 

から選択できます。 

＊「請求書払い」による決済はできませんので、ご注意ください。 
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(別紙１）

改訂： 2014/04/01

立替払 業者払（請求書による支払） 学院指定業者

鉄道
（片道100km以上）

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※乗車券をもって領収書とすることは不可
※券売機で発券の場合は、但し書き・社印・宛
名不要
※普通運賃以外の料金が発生した場合は、乗車
賃・特急料金等双方の領収書を提出する（合算
領収書可）

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載

・〔国内用〕JR・私鉄等乗車券・宿泊予約
申込書
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択

旅客機

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・乗降日/搭乗区間/便名が分かる書類
（航空会社・旅行代理店等発行のフライト
スケジュールやチケット半券か搭乗案内券等）

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
・航空会社あるいは旅行代理店等発行のフラ
イトスケジュール
※乗降日/区間/便名記載

・〔国内用〕航空券・宿泊予約申込書
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択

船舶
（片道100km以上および
カーフェリー利用）

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※乗船日/乗船区間/運賃記載
※コンビニで発券の場合は、社印不要

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
※乗船日/乗船区間/運賃記載

・〔国内用〕航空券・宿泊予約申込書
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択
※船舶使用希望の旨、備考欄に記載

バス（高速）
※羽田・成田空港リムジン
を含む

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※乗車券半券であっても、領収書の一文があれ
ば可（券売機購入で乗車日のないもの含む）
※乗車日/乗車区間/運賃記載
※コンビニ/券売機で発券の場合は、社印不要

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載

－

バス（路線）・
地下鉄・鉄道
（近距離）

・国内出張旅費精算書

－ －

タクシー

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※レシート可
※レシートに宛名欄・但し書き欄がない場合
は、記載がなくても可
※乗車日/乗車区間/運賃記載
（レシートの場合は乗車区間なしでも可）
・届書

・請求書（本人捺印）（発行日/社印/宛名
（「立教大学」または「立教学院」と出張者
氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載
・届書

－

・複数経費での執行を希望する
場合は、出張日程表（国内・海
外　様式「旅-12」）もご提出く
ださい（予算の切り分けを行う
ため）

・東武トラベル/立教トラベルプ
ラザ利用希望時に、複数経費で
の執行を希望される場合は、予
算毎に申込書をご提出ください

・研究費を含めた複数経費での
執行を希望される場合は、事前
にリサーチ・イニシアティブセ
ンターに必ずご相談ください

国内出張費　必要証憑類一覧

経費執行に伴う必要証憑類
参考/留意事項

交通費

　「普通運賃のみの１００ｋｍ未満の移動」は実費申告とし、証憑類の提出は不要とします。特急料金・リムジンバス（羽田空港、成田空港）・高速バスなど普通運賃以外の料金を請求する場合には、距離の遠近に関わらず、証憑類の提出
を要します。ただし、席料（TJライナーなど座席を確保するための料金）は支給出来ません。また、研究費、補助金による出張の海外現地交通費は１００ｋｍ未満でも証憑類は必要です。

経費の内容

1
2
4



(別紙１）

立替払 業者払（請求書による支払） 学院指定業者

経費執行に伴う必要証憑類
参考/留意事項経費の内容

交通費 貸切バス

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・利用期間/乗車区間/運賃記載
※利用人数が分かる資料も添えて提出のこと
（往路・復路で人数が異なる場合は、その旨記
載要）

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
※利用区間/乗車区間/運賃記載
※利用人数が分かる資料も添えて提出のこと
（往路・復路で人数が異なる場合は、その旨
記載要）
※ゼミ合宿等、交通費上限額の設定があるも
のは立替払のみ

－

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※宿泊日・宿泊施設名・料金記載
※食事代の金額が明細として明示されている場
合は、宿泊費に含めて支払うことは出来ない

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名））
※宿泊日・宿泊施設名・料金記載
※食事代の金額が明細として明示されている
場合は、宿泊費に含めて支払うことは出来な
い

上記交通機関にあわせた申込書をご提出くだ
さい
宿泊手配のみの場合：〔国内用〕JR・私鉄等
乗車券・宿泊予約申込書
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択

その他の経費 参加費

・国内出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または
「立教学院」と出張者氏名）/但し書き） －

＜その他留意事項＞

・学会/研究会等で出張の場合は、案内状等、詳細のわかる資料をワークフローに添付ください（添付不可の場合は直接提出）

・同一出張で、複数の交通機関を使用しての立替払いによる精算の場合は、国内・海外出張旅費精算書は1枚にまとめて記載ください（別途一覧添付での対応可）

・社印の取得が困難な場合は、その旨旅費担当までご連絡ください

・領収書の宛名には「立教大学」（学院所属の場合には「立教学院」）と立替者氏名が記載されていることが必要です。ただし、学外者の場合は、立替者氏名のみで対応します。

・領収書取得が出来なかった場合は、届書をご提出ください（内容精査し、支払可否判断いたします）

・各研究費/補助金等で、領収書の発行が困難と思われる地域へ出張する場合は、事前にリサーチイニシアティブセンターにご相談ください

・各研究費/補助金等で、上記以外の証憑提示を求められている場合は、主管部局の指示に従ってください

・宿泊費は、宿泊以外の経費（インターネット使用料、電話使用料、冷蔵庫内飲料購入等）は支給対象外です　

　※電話使用料、インターネット使用料については、研究費では認められる場合がありますので、主管部局にご相談ください

・クレジットカードの利用控えは、領収書とはみなしません。別途領収書を取得いただくか、クレジットカード引落明細をご提出ください

・領収書は「PAID」や「RECEIVED」の印字があるもの、海外で発行されたものはBalance（あるいはDue）が「0」になっているものが有効です

・請求書払いの場合、大学・学院予算の場合は事務局担当者の印、各研究費/補助金等の場合は研究代表者の印があれば、出張者本人印は省略可能です。

宿泊費

1
2
5
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研究・調査のための海外出張 

 

 

 

 

 

  

 

１．研究・調査のための出張 

 

学内外の予算・補助金等による、研究・調査のための出張 

   （科研費、厚労科研費、戦略的研究基盤形成支援、共同・受託、指定寄付、ＳＦＲ、

個人研究費、研修資料費、研究調査目的の学部管轄予算などの出張） 

 

２．出張の申請・承認 

 

１）出張の申請は、事前におこない、承認を得ることが必要です。 

２）出張期間の出発日と帰着日は、実際に交通機関を利用する日程を申請します。 

３）海外出張は、出張日程表（様式「旅－12」）を提出してください。 

４）申請にあたって、旅費の支給方法を以下の４方式から選択します。 

 ① 本人立替 出張者が旅費を立て替え、出張後に精算します。 

② 請求書払（学院業者） 学院指定業者（立教トラベルプラザ・東武トップツ 

アーズ）への支払いを請求書でおこない、学院が業者に直接支払います。 

③ 請求書払（任意業者） 業者への支払いを請求書でおこない、学院が業者に 

直接支払います。 

④ 旅費仮払 学院が出張者に一定の金額を仮払いし、出張後に精算します。 

注）ひとつの出張で仮払いと請求書払いを同時に選択することは出来ません。 

  ５）申請方法 

教員 「出張願」（様式「旅－3」）に必要事項を記入して、学部の事務室に提出

します。その後、ワークフローシステムで出張申請がなされ、学部内で決

裁が行われたのち、決裁が終了すると、出張が「承認」された旨のメール

が送られます。 

職員  ワークフローシステムを使って、出張申請をおこないます。決裁が終了す

ると、出張が「承認」された旨のメールが送られます。ワークフローシス

【お問い合わせ先】 

旅費担当 内線（4359・2755） 

       場所（セントポールプラザ３階） 

126



研究調査（海外）2 

 

テムを使えない場合は「出張願」（様式「旅－1」）に必要事項を記入し

て所属長の承認印を得たのち、人事部旅費担当へ送付します。 

  ６）出張が終わってから出張願いを申請する場合 

    「出張願」と一緒に「事後申請届」（様式「旅-30」）を学部の事務室に提出して 

ください。学部の事務室は、ワークフローシステムの「出張願」に電子ファイル 

で添付してください。（原本の提出は必要ありません） 

 

３．旅費の支給基準 ＜調査・研究＞  

 

旅費内訳 支給額  

交通費上限 

  

  

  

航空運賃 

空港使用料、保安サービス

料等は、航空運賃に含めて

支給する。（細則第 23 条第

４項） 

エコノミークラスの正規運賃 

ただし、エコノミークラスの正規運

賃内であれば、ビジネスクラスの利

用を認める。（細則第 23 条第３項） 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限／

日    

Ａ地方  22,500 円 

Ｂ地方  18,800 円 

出張雑費／日 Ａ地方 7,200 円 

Ｂ地方 6,200 円 

その他の経費

上限  

 

参加費 申請により実費 

旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種にかかわる経費 申請により実費 

海外旅行保険料  申請により実費 

個別契約の保険を利用した場合は、

学院包括保険の保険料を支給上限

とする。 

旅費の執行に

かかわる要件 

出張回数上限  

各予算の執行要領による。 

（規程第 12 条） 

出張日数上限 

その他，支給総額の上限等 

  

       ＜空港までの国内交通費＞ 

・利便性、経済性を考慮して妥当な交通経路及び交通手段を選択することができま

す。 
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    ・交通費算定の起点は、「池袋キャンパスもしくは新座キャンパス（最寄駅）」、「通

勤経路上」または「自宅（最寄駅）」のいずれかを原則とします。 

    ・出張経路と通勤経路が重複し、通勤交通費補助金が支給されているときには、そ

の部分の出張旅費としての交通費は支給しません。 

・出発地から移動距離が 100km以上の交通費は領収書が必要です。移動距離が 100km 

未満でも、利便性が認められ、領収書がある場合には、鉄道の特急料金、高速バ

ス運賃等の交通費を支給することができます。 

    ・羽田空港・成田空港までリムジンバス、空港連絡バスを利用した場合は領収書が

必要です。地方の空港のリムジンバス、空港連絡バスは、領収書を取得できなく

ても支給することが可能です。 

    ・公共交通機関（鉄道、航空機、船舶、路線バス等）の利用を原則とします。 

    ・タクシー、レンタカー、私用車の利用は、原則として認めません。ただし、状況

によりタクシー、レンタカーは「届書」（様式「旅-27」）を提出し、人事課長の決

裁により支給します。私用車の利用については、別に定めます。 

 

＜現地の交通費＞ 

・利便性、経済性を考慮して妥当な交通経路及び交通手段を選択することができま

す。 

    ・公共交通機関（鉄道、航空機、船舶、路線バス等）の利用を原則とします。 

      ・研究費、補助金による出張は、領収書のあるもののみ支給対象です。 

    ・タクシー、レンタカー、私用車の利用は、原則として認めません。ただし、状況

によりタクシー、レンタカーは「届書」（様式「旅-27」）を提出し、人事課長の決

裁により支給します。私用車の利用については、別に定めます。 

 

＜宿泊費・出張雑費＞ 

・Ａ地方とは、「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をい

います。 

     シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、 

     ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、 

     クウェイト、リアド、アビジャン 

    ・Ｂ地方とは、Ａ地方を除くすべての都市及び地域をいいます。 

・宿泊費の支給は、正規の宿泊施設の利用を対象とし、個人宅等での宿泊について

は支給しません。出張が長期にわたり、居住施設を賃借する場合の要件は別に定

めます。 

    ・食費は宿泊費に含めることは出来ません。ただし、宿泊費と分けられない場合に

は支給します。 
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・Ａ地方とＢ地方の双方に滞在する日はＡ地方の出張雑費を支給します。ただし、

用務、宿泊がないトランジット（乗り継ぎ）のみの場合には、陸路、空路を問わ

ず、用務地によってトランジットの日の出張雑費の額を決めます。 

 

＜その他の経費（参加費）の支給要件 （細則第 14 条）＞ 

研究、調査の参加費は「旅費」としての支給はできませんが、予算によっては、「旅

費」以外の費目で支給することができます。 

 

＜その他の経費（細則第 26条（２）） 

（旅券交付・更新手数料、査証手数料、予防接種に関わる経費、海外旅行保険）＞ 

＊ 手続きは別紙３および別紙４を参照してください 

 

４．精算   

 

＊ 精算に必要な証憑類の一覧は別紙２を参照してください 

 

  １）本人立替 

    ・「交通費」「宿泊費」の支払は、出張者がおこない、支払ったことを証明する「領 

収書」等の証憑を取得します。 

    ・出張後２週間を目安として、「海外出張旅費精算書」（様式「旅－14」、「旅－15」） 

を作成し、証憑を添付して、旅費担当に提出します。 

    ・内容を精査の上、出張者の銀行口座に精算額が振り込まれます。 

    ・「出張雑費」は、精算の際あわせて出張者の銀行口座に振り込まれます。 

 

  ２）請求書払 

    ①「立教トラベルプラザ」を利用する場合 

     ・「出張願」の提出と同時に、「申込書」（様式「旅－11」、出発・帰着日時、希

望交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当に提出します。 

       窓口：旅費担当  

        メールアドレス：ryohi@rikkyo.ac.jp 

              ファックス：０３－３９８５－２８４４ 

       学内便宛先：旅費担当 

・チケット等の受け渡しは、「立教トラベルプラザ」窓口です。自宅への送付も

可能です。 

・上記については、業者からの請求書をもとに、学院が代金を支払います。 

・出張中に生じたその他の支出（現地交通費、参加費など）の精算は、「本人立
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替」と同様の扱いになります。 

・現地交通費等の精算がなく、「出張雑費」のみ支給希望の場合には、「申込書」

で「出張雑費のみ支給」を選択すると、出張者の銀行口座に振り込まれます。 

 

    ②「東武トップツアーズ」（学院指定業者）を利用する場合 

     ・「出張願」の提出と同時に、「申込書」（様式「旅－8」、出発・帰着日時、希望

交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当に提出します。 

       窓口：旅費担当 

       メールアドレス：ryohi@rikkyo.ac.jp 

              ファックス：０３－３９８５－２８４４ 

       学内便宛先：旅費担当 

     ・旅費担当から、業者に手配を依頼します。 

・チケット等の受け渡しは、旅費担当窓口です。自宅への送付も可能です。 

     ・上記については、業者からの請求書をもとに、学院が代金を支払います。 

    ・出張中に生じたその他の支出（現地交通費、参加費など）の精算は、「本人立

替」と同様の扱いになります。 

     ・現地交通費等の精算がなく、「出張雑費」のみ支給希望の場合には、「申込書」

で「出張雑費のみ支給」を選択すると、出張者の銀行口座に振り込まれます。 

 

③「任意業者」を利用する場合 

・チケットの依頼等は出張者がおこない、「請求書」を取得します。 

・旅費担当に、請求書・その他の必要書類を提出します。 

・学院より、直接当該業者に支払をおこないます。支払いには１カ月から最大２ 

カ月かかることがありますので、業者への支払期限についてはご注意ください。 

・出張雑費および出張中に生じたその他の支出（現地交通費など）の 

精算は、「本人立替」と同様の扱いになります。 

 

 ３）旅費仮払 

・「出張願・旅費申請書」の提出を、出張日の１カ月前までにおこなってください。 

出張願の中に、仮払金額（５万円、１０万円、１５万円、２０万円、３０万円、４ 

０万円、５０万円）を指定する欄がありますので、希望額を選択してください。 

    ・仮払金が、出張者の銀行口座に振り込まれます。「交通費」「宿泊費」の支払は、出 

張者がおこない、支払ったことを証明する「領収書」等の証憑を取得します。 

・出張後２週間を目安として、「海外出張旅費精算書」（様式「旅－14」、「旅－15」） 

を作成し、証憑を添付して、旅費担当に提出します。 

・内容を精査の上、仮払額より精算額が多い場合は、その差額が出張者の銀行口座に 
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振り込まれます。また、仮払額より精算額が少ない場合は、その差額をご返金く 

ださい。 

   ・仮払金は、レンタカー代やガソリン代、電話使用料などには使えません。 

   ・仮払金は、他の出張者の出張旅費に使うことはできません。 

   ・大学の予算と科研費は、それぞれ仮払いの手続きをすることができます。すでに仮 

払いを受けている場合には、精算が終わった時点で次の仮払いの申請が可能とな 

ります。 

 

５ 出張の内容変更、中止 

 

  １）出張内容変更の手続き 

    ■ その１ 決裁済みの「出張願」のコピーを手書きで修正する方法 

 

１．この手続きは、既に決裁済みの「出張願」のコピーを用いて紙媒体で行います。

電子媒体での提出は不要です。 

２．既に決裁済みの「出張願」のコピーを手書きで修正（二重線、修正印）してく

ださい。 

３．備考欄には、申請内容変更の理由を記載してください。 

４．上記作成の書式に、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科長、所属長など）

を押して、旅費担当に提出してください。 

  決裁欄には、修正前の印影が既にあると思いますので、それを避けて押印くだ

さい。 

５．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。   

   

 ■ その２ 変更内容を反映した「出張願」を新規に作成する方法 

 

１．もうひとつの手続き方法は、修正ではなく、変更内容を反映させて「出張願」

自体を作成しなおす方法です。こちらも紙媒体で行いますので、電子媒体での

提出は不要です。 

２．修正した箇所がわかるように、変更項目を○で囲むなどの目印をお願いいたし

ます。 

３．備考欄には、申請内容変更の理由を記載してください。 

４．上記作成の書式に、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科長、所属長など）

を押して、旅費担当に提出してください。 

５．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。 
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  ２）出張中止の手続き 

■ 「出張中止届」 （当該書式は、旅費担当までお申し出ください。） 

 

１．決裁済みの出張を中止する場合には本届が必要です。 

２．当該手続きは、紙媒体で行います。電子媒体での提出は不要です。 

３．「出張中止届」に必要事項を記入し、出張者本人印、決裁者印（学部長、学科

長、所属長など）を押して、旅費担当に提出してください。 

４．旅費担当から関係部署（ﾘｻｰﾁ・ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞｾﾝﾀｰ、人事部）に回覧します。 

 

 

６ その他 

・ パッケージツアーを利用した場合には、領収書や請求書のほかに旅行会社が発行し

たパッケージ料金の内訳明細（申込お客様控えやバウチャーなど）が必要です。 

金額のみの領収書だけでは、申請の出張に該当するかどうかの判断が難しいため、

利用日、出発地と到着地、乗車／搭乗便名、宿泊施設名などがわかるものを提出し

てください。 

・ 他機関に所属する学外者や本学の学生などが、リサーチ・イニシアティブセンター

主管の学外研究費および補助金で出張をする場合は、「外国旅費支払依頼書」（様

式「旅－102」）による申請をおこない、承認を得ます。 

・ 学外研究費および補助金が算出基準、支給基準を定めている場合はその基準に従い

ます。 

 

132



(別紙２）

改訂： 2014/04/01

立替払 業者払（請求書による支払） 学院指定業者

旅客機

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・航空会社あるいは旅行代理店等発行のフライ
トスケジュール（シートクラス記載要）
※乗降日/区間/便名記載
※シートクラス表記は出張先現地での移動分も
必要
・出張日程表（国内・海外　様式「旅-12」）
・チケット半券またはパスポートの写し

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
・航空会社あるいは旅行代理店等発行のフライト
スケジュール（シートクラス記載要）
※乗降日/区間/便名記載
※シートクラス表記は出張先現地での移動分も必
要
・出張日程表（国内・海外　様式「旅-12」）
・チケット半券またはパスポートの写し

・〔海外用〕航空券・宿泊予約申込書
・出張日程表（国内・海外　様式「旅-12」）
・チケット半券またはパスポートの写し
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択

※そのほか、東武トラベルまたは立教トラベル
プラザより別途書類提出をお願いする場合があ
ります

国内発着空港まで
の国内交通費（鉄
道・片道100km以
上）

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※運賃記載
※乗車券をもって領収書とすることは不可
※券売機で発券の場合は、社印・宛名不要
※成田エクスプレス、京成スカイ・シティライ
ナー等、普通運賃以外の料金が発生した場合
は、乗車賃・特別運賃双方の領収書を提出する
（合算領収書可）
・「バス（路線）・地下鉄・鉄道（近距離）」
は自己申告

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載

・〔国内用〕JR・私鉄等乗車券・宿泊予約
申込書
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択

国内発着空港まで
の国内交通費（高
速バス）※成田・
羽田空港リムジン
を含む

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※乗車券半券であっても、領収書の一文があれ
ば可（券売機購入で乗車日のないもの含む）
※乗車日/乗車区間/運賃記載
※コンビニ/券売機で発券の場合は、社印・宛
名不要
・「バス（路線）・地下鉄・鉄道（近距離）」
は自己申告

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載

－

現地交通費
（公共交通機関）

・海外出張旅費精算書
・領収書、金額・乗車日の入った切符（本人捺
印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※乗車日/乗車区間/運賃記載
※券売機で発券の場合は、社印・宛名不要

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載

「旅客機」予約時に提出した申込書に基づき、
東武トラベルまたは立教トラベルプラザとご相
談ください

現地交通費
（タクシー）

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※レシート可
※レシートに宛名欄・但し書き欄がない場合
は、記載がなくても可
※乗車日/乗車区間/運賃記載
（レシートの場合は乗車区間なしでも可）
・届書

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
※乗車日/乗車区間/運賃記載
・届書

－

交通費

海外出張費　必要証憑類一覧

経費執行に伴う必要証憑類
参考/留意事項

　「普通運賃のみの１００ｋｍ未満の移動」は実費申告とし、証憑類の提出は不要とします。特急料金・リムジンバス（羽田空港、成田空港）・高速バスなど普通運賃以外の料金を請求する場合には、距離の遠近に関わらず、証憑
類の提出を要します。ただし、席料（TJライナーなど座席を確保するための料金）は支給出来ません。また、研究費、補助金による出張の海外現地交通費は１００ｋｍ未満でも証憑類は必要です。

・研究費を含めた複数経費での執
行を希望する場合は、事前にリ
サーチ・イニシアティブセンター
に必ず相談してください

・航空運賃:エコノミークラス正
規料金を上限とした実費を支給し
ます

・宿泊費の支払に用いる日数は、
出発日から帰着の前日までとしま
す

・東武トラベル/立教トラベルプ
ラザ利用希望時に、複数経費での
執行を希望される場合は、予算毎
に申込書をご提出ください

注:現地交通費について
大学予算:領収書が発行されない
交通機関を使用した場合は、自己
申告額を支給
研究費:領収書のあるもののみ支
給対象
※海外の証憑となるため、様式が
様々なことから、執行可否は都度
判断となります

経費の内容

1
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立替払 業者払（請求書による支払） 学院指定業者

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※宿泊明細（宿泊日・宿泊施設名・料金）記載
・出張日程表（国内・海外　様式「旅-12」）
・チケット半券またはパスポートの写し
※宿泊費や出張雑費だけの精算であっても、出
入国の確認のため、チケット半券またはパス
ポートの写しの提出要
※食事代の金額が明細として明示されている場
合は、宿泊費に含めて支払うことは出来ない

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
※宿泊明細（宿泊日・宿泊施設名・料金）記載
・人事課フォーマットの日程表
・チケット半券またはパスポートの写し
※宿泊費や出張雑費だけの精算であっても、出入
国の確認のため、チケット半券またはパスポート
の写しの提出要
※食事代の金額が明細として明示されている場合
は、宿泊費に含めて支払うことは出来ない

・〔海外用〕航空券・宿泊予約申込書
・出張日程表（国内・海外　様式「旅-12」）
・チケット半券またはパスポートの写し
※東武トラベル/立教トラベルプラザいずれか
を選択
※宿泊のみ手配/出張雑費のみの精算あって
も、出入国の確認のため、チケット半券または
パスポートの写しの提出要

※そのほか、東武トラベルまたは立教トラベル
プラザより別途書類提出をお願いする場合があ
ります

参加費

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名）/但し書き） －

個別契約海外旅行
保険

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
※「兼領収書」等領収書であることが明示され
ていれば、契約証券でも可
・保険内容明細書や契約証券（写し可）等、契
約内容が確認出来るもの

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
・保険内容明細書や契約証券（写し可）等、契約
内容が確認出来るもの －

旅券交付・更新手
数料
（代行含む）

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・パスポートの写し（顔写真ページ）
※旅券発行にかかるハガキ代、写真代、交通費
は支給対象外

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））
・パスポートの写し（顔写真ページ） －

査証・査証代行手
数料

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・査証の写し
※現地空港で支払う場合も、領収書の提出要

・請求書（本人捺印）
（発行日/社印/宛名（「立教大学」または「立教
学院」と出張者氏名））

「旅客機」予約時に提出した申込書に基づき、
東武トラベルまたは立教トラベルプラザとご相
談ください

予防接種

・海外出張旅費精算書
・領収書（本人捺印）
（領収日/社印/宛名（「立教大学」または「立
教学院」と出張者氏名）/但し書き）
・接種内容明細のわかるもの

－ －

・個別契約海外旅行保険の支払い
額は、「学院包括契約保険」の補
償内容並びに出張期間に対応し
た、保険料額を上限とする実費と
なります（海外旅行保険支給要領
参照）。

・旅券の交付または更新期日が、
原則として直近の出張の出発日か
ら起算して2ヶ月以内であること
を目安とします。

・旅券の有効期間は、専任教職員
=10年間、有期契約の教職員（含
兼任講師）・大学院学生=5年間と
します。

・予防接種に関わる経費の適用範
囲は、出張先で入国上最低限必要
とされる予防接種自体の費用とし
ます。

諸経費

経費執行に伴う必要証憑類
参考/留意事項

宿泊費

経費の内容

1
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＜その他留意事項＞

・学会/研究会等で出張の場合は、案内状等、詳細のわかる資料をワークフローに添付ください（添付不可の場合は直接提出）

・同一出張で、複数の交通機関を使用しての立替払いによる精算の場合は、国内・海外出張旅費精算書は1枚にまとめて記載ください（別途一覧添付での対応可）

・社印の取得が困難な場合は、その旨旅費担当までご連絡ください

・領収書の宛名には「立教大学」（学院所属の場合には「立教学院」）と立替者氏名が記載されていることが必要です。ただし、学外者の場合は、立替者氏名のみで対応します。

・領収書取得が出来なかった場合は、届書をご提出ください（内容精査し、支払可否判断いたします）

・各研究費/補助金等で、領収書の発行が困難と思われる地域へ出張する場合は、事前にリサーチイニシアティブセンターにご相談ください

・各研究費/補助金等で、上記以外の証憑提示を求められている場合は、主管部局の指示に従ってください

・宿泊費は、宿泊以外の経費（インターネット使用料、電話使用料、冷蔵庫内飲料購入等）は支給対象外です　

　※電話使用料、インターネット使用料については、研究費では認められる場合がありますので、主管部局にご相談ください

・クレジットカードの利用控えは、領収書とはみなしません。別途領収書を取得いただくか、クレジットカード引落明細をご提出ください

・領収書は「PAID」や「RECEIVED」の印字があるもの、海外で発行されたものはBalance（あるいはDue）が「0」になっているものが有効です

・請求書払いの場合、大学・学院予算の場合は事務局担当者の印、各研究費/補助金等の場合は研究代表者の印があれば、出張者本人印は省略可能です。

＜航空券取得時に見積書提出を求められるケース＞

・用務以外の日程が含まれている場合、本来用務に要する日程のみで出張した場合の見積書

・用務地以外の旅程が含まれている場合、本来用務で立ち寄るべき旅程のみ出張した場合の見積書

※上記以外でも提出を求める場合があります

1
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海外出張に伴う諸経費の支給要領（学院本部・大学）2014.4 

 

                             立教学院 人事部 

 

 

１．対象となる出張  

原則として「旅費規程」の出張種別に応じた海外出張 

校務（用務、会合・研修会、諸行事）、正課（授業実施、実習指導、演習等の指導）研究，

調査（学会、研究又は調査、事業又はプロジェクト）、その他（学生会所属各部合宿視察） 

 

以下の２点を共に満たすことを要件とします。 

・出張願を提出して承認された出張であること 

・出張費用が学院本部・大学予算から支出されるか、または、大学が申請し経理を行

う公的研究費・補助金から支出される出張であること。 

 

  ＊教員の「長期海外出張」は、本制度が支給対象とする出張とします。 

＊大学院学生の「立教大学大学院学生学会発表奨励金（海外学会）」は、本制度が支給対象

とする出張には該当しません。 

 

２．対象者 

 ・学院本部・大学の勤務員（専任、有期契約の教職員） 

 ・立教大学の大学院学生 

 ・学院本部・大学の勤務員の指揮命令下にあって、調査・研究に従事する学外の研究分担

者等（なお、下記３－①については、適用されません。） 

 

3．対象経費・支給基準 

  ①旅券の交付・更新手数料 

   ・旅券の交付または更新期日が、原則として直近の出張の出発日から起算して２ヶ月以

内であることを目安とします。 

   ・旅券の有効期間は以下のとおりとします。 

専任教職員＝10年間、  有期契約の教職員・大学院学生＝５年間 

②査証手数料 

③予防接種に関わる経費 

・適用範囲は、出張先で入国上最低限必要とされる予防接種自体の費用とします。 

④海外旅行保険料 

 ・詳細は、別紙「海外旅行保険料支給要領」に定める基準によるものとします。 

※ 外国人教員が再入国許可を申請した場合の手数料（１回または数次）については、出

張との関連を確認の上、支給することとします。 

 

4．申請・精算方法 

・支給基準：上記３－①②③については、個人立替払いで、申請により実費で支給。 

・窓口  ： 人事部 旅費担当 

・申請・精算方法 ：海外出張旅費精算書を使用して、必要な証憑を添付の上、申請を行 

          ってください。 

＊ 上記３－④については、別紙「海外旅行保険料支給要領」をご参照ください。 

 

 

以上 
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2016年 2月 

 

海外旅行保険料支給要領（学院本部・大学） 

 

立教学院 人事部 

 

１．対象となる出張  

原則として「旅費規程」の出張種別に応じた海外出張 

校務（用務、会合・研修会、諸行事）、正課（授業実施、実習指導、演習等の指導）研究，

調査（学会、研究又は調査、事業又はプロジェクト）、その他（学生会所属各部合宿視察） 

 

以下の２点を共に満たすことを要件とします。 

・出張願を提出して承認された出張であること 

・出張費用が学院本部・大学予算から支出されるか、または、大学が申請・経理に関

わる公的研究費・補助金から支出される出張であること。 

 

＊教員の「長期海外出張」は、本制度が支給対象とする出張となります。 

＊大学院学生の「立教大学大学院学生学会発表奨励金（海外学会）」は、本制度が支給対

象とする出張には該当しません。 

 

２．対象者 

 ・学院本部・大学の勤務員（専任、有期契約の教職員） 

・立教大学の大学院学生 

・本学院の勤務員の指揮命令下にあって、調査・研究に従事する学外の研究分担者    

等（以下、学外者という） 

 

３．手続き 

 

１） 加入の形式 

学院本部・大学の勤務員および本学の大学院学生は、下記の①「学院包括契約海外

旅行保険」または②「個別契約海外旅行保険」から選択してください。 

なお、学院本部・大学勤務員及び本学大学院学生で、出張中に「私用期間」が入る

場合は、下記②の「個別契約保険」を利用されるようお願いいたします。 

  

学外者については、②の「個別契約保険」のみ対象となります。 

 

① 学院包括契約海外旅行保険（以下、「学院包括契約保険」という） 

学院の指定業者による保険で、保険料は学院が負担しますので、個人負担は原則

としてありません。補償内容は、表１の通りです。 

【表１ 学院包括契約海外旅行保険の補償内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理店   ： 株式会社 立教オフィスマネジメント 

保険会社  ： 三井住友海上火災保険株式会社 

■補償内容 

傷害死亡・傷害後遺障害 １，０００万円 

疾病死亡  １，０００万円 

治療・救援費用  ５，０００万円 

賠償責任  １億円 

携行品損害  １０万円 

航空機寄託手荷物 １０万円 

航空機遅延費用  ２万円 
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② 個別契約海外旅行保険（以下、「個別契約保険」という） 

出張者各自が個別に加入する任意業者の保険で、保険料は出張者が立て替え、

事後精算となります。補償内容の設定は出張者の任意としますが、保険料は、下

記３）の基準により実費支給となりますのでご了承ください。 

 

  ２）「学院包括契約保険」を利用する場合 

 

① 申請の手続き 

・通常通り「出張願」を提出し、決裁を受けます。 

その際、「出張願」の「海外旅行保険包括契約」にある「加入する」にチェックを

お願いいたします。 

     ・「出張願」とあわせて、「学院包括契約海外旅行保険加入依頼書」に必要事項を記

入し、旅費担当まで提出してください。 

・出張願が承認されましたら、自動的に当該保険の加入手続きが進みます。 

・保険加入の手続きが終了しましたら、代理店の立教オフィスマネジメントより出

張者宛に「加入者証」を送付します。 

・補償内容を追加・変更したい場合は、立教オフィスマネジメント（池袋セントポ

ールプラザ３Ｆ、問合せ先：０３－３９８５－２７６９）に直接お申し出くださ

い。なお、保険料の増額分は自己負担となります。 

 

  ② 保険金の申請 

出張中に保険の補償を受けるべき事態が発生し、保険金を申請する場合は、帰

国後、各自で保険会社（三井住友海上火災）に直接手続きを行っていただきます。

保険金の申請に当たり、不明な点がありましたら立教オフィスマネジメントまで

お問い合わせください。 

 

３）「個別契約保険」を利用する場合 

 

   ① 申請の手続き 

・通常通り「出張願」を提出し、決裁を受けます。 

その際、「出張願」の「海外旅行保険包括契約」にある「加入しない」にチェッ

クをお願いいたします。 

   ・保険の加入手続きは、出張者が任意の業者と行います。 

  ②  保険金の申請 

        出張中に保険の補償を受けるべき事態が発生し、保険金を申請する場合は、出

張者が個別に行ってください。 

 

  ③  保険料の支給 

・保険料の支給は、出張者の申請により、旅費の精算と合わせて行います。「海外出

張旅費精算書」を使用して、必要な証憑を添付の上、申請を行ってください。保

険料の申請窓口は、旅費担当となります。 

・保険料の支給額は、「学院包括契約保険」の旅行期間に対応した保険料額を上限と

する実費とします（保険料上限は表２参照）。当該保険料を超える部分は自己負担

として精算させていただきますのでご了承ください。 

 

④ 出張期間中に私用期間が入る場合 
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・私用期間の保険料は自己負担とし、精算を行いますのでご了承ください。 

・私用期間の保険料は、「学院包括契約保険」の補償内容並びに旅行期間に対応した

保険料を日割りした額を１日当たりの保険料単価として算定いたします。 

 

 

 

＊ 問合せ先：人事部人事課 （０３－３９８５－２２４５）  

旅費担当 （０３－３９８５－４３５９） 

学院包括契約海外旅行保険（０３－３９８５－２７６９） 

 

【表２ 個別契約保険料の支給上限一覧（学院包括契約海外旅行保険の保険料による）】 

2016年 2月 1日～2017年 4月 30日                     （円） 

出張日数 保険料上限  出張日数 保険料上限 

 1日まで 1,700 
 

25日まで 8,950 

2日まで 2,170 
 

27日まで 9,230 

3日まで 2,590 
 

29日まで 9,460 

4日まで 2,960 
 

31日まで 9,700 

5日まで 3,420 
 

34日まで 9,950 

6日まで 3,850 
 

39日まで 11,380 

7日まで 4,230 
 

46日まで 13,480 

8日まで 4,540 
 

53日まで 15,940 

9日まで 4,870 
 

2カ月まで 18,830 

10日まで 5,190 
 

3カ月まで 25,960 

11日まで 5,510 
 

4カ月まで 37,070 

12日まで 5,820 
 

5カ月まで 48,010 

13日まで 6,130 
 

6カ月まで 58,790 

14日まで 6,420 
 

7カ月まで 69,710 

15日まで 6,690 
 

8カ月まで 80,660 

17日まで 7,080 
 

9カ月まで 91,930 

19日まで 7,670 
 

10カ月まで 102,980 

21日まで 8,260 
 

11カ月まで 113,650 

23日まで 8,630 
 

１年まで 124,700 

 

    以上 
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学校法人立教学院本部及び立教大学専任勤務員の出張及び旅費の支給に関する

規程 

 

施行  2012 年７月１日 

 

第１章 総則 

（趣旨・対象者） 

第１条 この規程は，学校法人立教学院（以下「学院」という。）本部及び立教大学（以

下「本学」という。）の専任勤務員（以下「勤務員」という。）が国内及び海外に出張

する場合の手続及び旅費の支給について定める。 

２ この規程において勤務員とは，教員（教授，准教授及び講師），実験技術員及び職員

をいう。 

（出張の決裁） 

第２条 勤務員が出張するときには，所定の書式に必要事項を記入して申請し，決裁を受

けなければならない。 

２ 出張申請の決裁者は，別表第１に定める。ただし，決裁者は，状況により，下位の役

職者に決裁を委任することができる。 

 （出張の種別） 

第３条 出張の種別は，次のとおりとする。 

(1) 校務のための出張 

イ 用務のための出張 

ロ 会合・研修会参加のための出張 

ハ 諸行事のための出張 

(2) 正課のための出張 

イ 授業実施のための出張 

ロ 実習指導のための出張 

ハ 演習等の指導のための出張 

(3) 研究，調査等のための出張 

イ 学会参加のための出張 

ロ 研究又は調査のための出張 

ハ 事業又はプロジェクトのための出張 

(4) その他の出張 

学生会所属各部合宿視察のための出張 

（旅費の定義，支給基準及び精算） 

第４条 勤務員が出張する場合には，旅費を支給する。 

２ この規程において旅費とは，次の各号のものをいう。 

(1) 交通費 
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(2) 宿泊費 

(3) 出張雑費 

(4) その他の経費 

３ 旅費の支給額及び支給要件は，別表第２から別表第５まで及びこの規程細則（以下「細

則」という。）に定める。 

４ 出張雑費以外の交通費，宿泊費及びその他の経費については，出張の区分及び職種，

職位等に応じ別表第２から別表第５までに定める金額を上限として，実費により支給す

る。 

５ 旅費の精算は，必要な証拠書類（領収書，請求書等）を添えて，速やかに行わなけれ

ばならない。 

６ 証拠書類を添付していない旅費の精算は，行わない。ただし，人事課長により証拠書

類が提出できなかった事由がやむを得ないと認められた場合は，精算を行うことがある。 

 

第２章 宿泊を伴う出張 

（宿泊を伴う出張） 

第５条 遠隔地への出張は，原則として宿泊を伴う出張とする。遠隔地とは，出張の目的

地が出発地から 100km 以遠の場合をいう。 

（校務のための宿泊を伴う出張） 

第６条 校務のための出張とは，次の各号に掲げるもので業務命令により行う。 

(1) 学院本部，大学，学部及び事務部局等の用務のための出張 

(2) 学外団体及び学校間の連携組織が主催する定期的な会合，研修会等への出張 

(3) 学院本部及び大学が主催する行事，プログラム等への出張 

２ 校務のための出張を命じられたときには，出張の種類，出張者の職位等に応じて別表

第２イ，別表第３イ，別表第４及び別表第５の基準により旅費を支給する。 

３ 第１項第３号の出張において，特に必要があって事前に現地調査，打合せ等のため出

張を命じられたとき又は願い出て許可されたときには，前項の基準により旅費を支給す

る。 

４ 早朝出発及び深夜帰着の場合は，宿泊費の半額を追加支給する。 

 （授業実施のための宿泊を伴う出張） 

第７条 専任教員が，学外での授業実施のために出張するときには，別表第２ロ及び別表

第３ロの基準により旅費を支給する。 

２ 特に必要があって事前に現地調査，打合せ等のため出張を願い出て許可されたときに

は，前項の基準により旅費を支給する。 

（実習指導のための宿泊を伴う出張） 

第８ 条 単位取得のため学生が参加しなければならない実習の指導のために出張すると

きには，別表第２ロ及び第３ロの基準により旅費を支給する。 
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２ 特に必要があって事前に現地調査，打合せ等のため出張を願い出て許可されたときに

は，前項の基準により旅費を支給する。 

３ 実習が都内又は本学キャンパスから 100km未満で行われ，日帰りで出張するときには，

交通費として運賃実費を支給するほか，出張雑費として 1,450円を支給する。 

（演習等の指導のための宿泊を伴う出張） 

第９条 専任教員が，演習の合宿等で学生の指導を学外において行うために出張するとき

には，次項以下及び別表第２ロ及び別表第３ロの基準により旅費を支給する。 

２ 交通費は，往復 13,000円を上限とし，運賃及び特急料金を実費支給する。 

３ 出張回数はその年度内において３回までとし，日帰り出張の場合も年度内の回数に数

える。出張日数は１回につき３泊４日を上限とする。ただし，当該旅費の全額を全学枠

以外の予算（学部管轄予算等）により執行する場合はその限りでない。 

４ 前項までの基準では対応できない地域（海外を含む。）及び日数で指導を行う場合は，

所属学部長又は研究科委員長の承認を得て，年度内３回のうち１回については，特別に

次の支給基準を適用する。また，所属学部長又は研究科委員長の許可により，次の支給

基準を超える部分を学部管轄予算で支給することができる。 

(1)  交通費 東京から那覇までの往復の通常期航空運賃相当額を上限とする実費 

(2)  宿泊費及び出張雑費 ６泊７日を上限とし国内校務出張の支給基準による。 

（学会参加のための宿泊を伴う専任教員の出張） 

第 10条 専任教員が，学会に参加することを願い出て許可されたときには，別表第２ハ及

び別表第３ハの基準により旅費を支給する。 

２ この条の適用を受ける学会とは，次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし，

次の各号の要件を満たしても，開設準備の段階にある学術団体が開催する会合は除く。 

(1) 学会取扱い規程第２条第１項による学術団体 

(2) 学会取扱い規程第２条第２項の要件を満たし，第３条の手続により登録された学術

団体が開催する会合 

(3) 前号による登録をしていない学術団体であっても，学会取扱い規程第２条第２項に

定める基準に該当するものであって，出張者の申請により所属学部長又は研究科委員

長が承認した学術団体が開催する会合 

(4) 海外で開催される学会については，前２号に加え前号に準ずるものとして，出張者

の申請により所属学部長又は研究科委員長が承認した学術団体が開催する会合 

３ 学会参加のための出張は，その年度内において３回までとし，日帰り出張の場合も回

数に数える。ただし，当該旅費の全額を全学枠予算（学会費）以外の予算（個人研究費

等）で執行する場合は，その限りでない。 

４ 学会出席の年間上限回数３回のうち，２回までについては，海外で開催される国際会

議への出張に充当することができる。ただし，交通費，宿泊費及び出張雑費の総額は，

１回あたり 200,000円を上限とする。 

５ 学会参加のための出張日程は，学会開催期間内で６泊７日を上限とする。 
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６ 学会の日程に組まれている見学に参加するときは，１日に限りこれを認める。 

７ 学会参加のための出張日程は，その学会又は見学の開催される前日に現地に到着し，

学会又は見学終了当日は現地に滞在しないことを原則とする。 

８ 早朝出発及び深夜帰着の場合は，宿泊費の半額を支給する。ただし，学会終了時刻に

より，当日に帰着できない場合は，申請により宿泊費を支給する。 

９ 引続き開催される２以上の学会に参加する場合，学会と学会の間が１日以内であると

きは，これを１回の出張とみなす。 

10 学会参加費は，全学枠予算（学会費）以外の予算（個人研究費等）で執行することと

する。 

（学会参加のための宿泊を伴う実験技術員・職員の出張） 

第 11条 実験技術員が，学会参加を願い出て許可されたときには，その年度内において２

回に限り，また職員が研究発表のために学会参加を願い出て許可されたときには，その

年度内において１回に限り、別表第２ハの基準により旅費を支給する。 

（研究又は調査のための宿泊を伴う出張） 

第 12条 研究又は調査のために出張を願い出て許可されたときは，別表第２ハ及び別表第

３ハの基準により旅費を支給する。ただし，当該予算に執行要領が定められている場合

は，その要領による。 

（事業又はプロジェクトのための宿泊を伴う出張） 

第 13条 事業又はプロジェクトのために出張を願い出て許可されたときは，別表第２ハ及

び別表第３ハの基準により旅費を支給する。ただし，当該予算に執行要領が定められて

いる場合は，その要領による。 

（学生団体合宿視察のための宿泊を伴う出張） 

第 14条 専任教員が本学公認学生団体の部長又は会長として，授業のない期間にその団体

の合宿状況視察のために出張を願い出て許可されたときには，別表第２ニ及び別表第３

ニの基準により旅費を支給する。 

２ 出張回数は原則として年度内１回とし，出張日数は４泊５日を上限とする。 

３ 第１項の合宿が海外で行われる場合は，次に定める旅費を支給する。 

(1)  交通費 東京から那覇までの往復の通常期航空運賃相当額を上限とする実費 

(2)  宿泊費及び出張雑費 国内校務出張の支給基準による。 

 

   第３章 日帰り出張 

（日帰り出張） 

第 15条 第３条に定める出張で，宿泊を伴わず日帰りとなる場合の旅費は，勤務員の職位

を問わず，別表第２ホの基準により支給する。 

２ 大学総長の校務出張にかかわる交通費については，別表第４イの基準を適用する。 

３ 「実習指導のための出張」の日帰り出張旅費は，別表第２ホによらず，第８条第３項

による。 
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第４章 その他 

（改廃） 

第 16条 この規程の改廃は，常務理事会の議を経て，理事長が行う。 

 

附 則 

１ この規程は，2012年７月１日から施行する。 

２ 旅費規程（昭和 37年４月１日施行）は，廃止する。 

 

 

別表第１ 出張申請の決裁（第２条関係） 

勤務員 
種 別 

出張 

種別 
決裁者及び決裁の流れ 

教員系勤務員

実験技術員 

国内 出張者 → 所属学科長（専攻主任) → 所属学部長（研究科委員長） 

海外 出張者 → 所属学科長（専攻主任） → 所属学部長（研究科委員長） → 教授会 （→ 部長会＊） 

職員系勤務員 

国内 出張者 → 所属部署長 → 所属部局長 → 人事部長 

海外 出張者 → 所属部署長 → 所属部局長 → 人事部長 

＊ 教員系の海外出張で、校務及び正課のための出張の場合は部長会の承認を要する。 

 

別表第２ 国内出張旅費支給基準（第４条関係） 

 

イ 校務のための出張 （宿泊あり） 

＊ 大学総長及びその他の役職者の、宿泊を伴う校務出張における支給基準は別表４に定める。 

＊ 大学総長の、宿泊を伴う校務出張の代理出張及び随伴する場合の支給基準は別表５に定める。 

（単位：円）  

旅費内訳 
出張種別 

用務 会合・研修会参加 諸行事 

交通費上限 鉄道 
運賃 

及び指定席特急券 

同左 同左 

 航空機 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限／日 12,000 

出張雑費／日 3,200 

その他の経費 （参加費） 申請により実費 ＊a 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 なし 

同左 同左 出張日数上限 なし 

その他、支給総額の上限等 なし 

＊a 「その他の経費」の支給要件については、「細則第 14 条」による。 
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ロ 正課のための出張 （宿泊あり） 

（単位：円）  

旅費内訳 

出張種別 

授業実施 実習指導 
演習等の指導 

通常基準 特別基準 

交通費上限 鉄道 
運賃 

及び指定席特急券 

運賃 

及び指定席特急券 

往復 13,000 
東京－那覇間の通

常期航空運賃往復 

 航空機 普通運賃 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 申請により実費 

宿泊費上限 12,000 12,000 12,000 12,000 

出張雑費 3,200 3,200 3,200 3,200 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 なし なし 

国際出張・海外出張

を問わず年度内 3 回 

＊b 

日帰りも 1 回に数え

る。 

国際出張・海外出張
を問わず年度内 3

回のうちの 1 回＊b 

出張日数上限 なし なし 
1 回につき 

3 泊 4 日 

1 回につき 

6 泊 7 日 

その他、支給総額の上限等 なし ＊a 日帰りの場合 － ＊c 

＊a 日帰りの場合は、交通費は運賃、出張雑費として 1,450 円(100km 未満)を支給する。（規程第８条第３項） 

＊b 当該旅費の全額を学部管轄予算等で執行する場合は、本規程における出張回数・出張日数には数えない。（規程第９条第３項） 

＊c 支給基準を上回る場合、学部管轄予算で補うことができる。 （規程第９条第４項） 

 

ハ 研究，調査等のための出張 （宿泊あり） 

（単位：円）  

旅費内訳 
出張種別 

学会参加 研究・調査 事業 
プロジェクト 

交通費上限 鉄道 
運賃 

及び指定席特急券 

同左 同左 

 航空機 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 12,000 

出張雑費 3,200 

その他の経費 （参加費） 申請により実費 ＊a 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 ＊b 

＊c ＊c 出張日数上限 1 回につき 6 泊 7 日 

その他、支給総額の上限等 ＊b 

＊a 「その他の経費」の支給要件については、「細則第 14 条」による。 

＊b 専任教員の全学枠予算（学会費）による出張回数は、年度内３回（内海外充当２回）とする。 

日帰りの場合も１回と数える。ただし、当該旅費の全額を全学枠予算以外の予算（個人研究費等）で賄う場合は、本規程にお 

ける出張回数には数えない。（規程第 10 条第３項） 

＊c 各予算の執行要領による。（規程第 12 条，第 13 条） 
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ニ その他の出張 （宿泊あり） 

     （単位：円） 

旅費内訳 
出張種別 

合宿視察 

交通費上限 鉄道 
運賃 

及び指定席特急券 

 航空機 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 12,000 

出張雑費 3,200 

その他の経費 （参加費） － 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 年度内 1 回 

出張日数上限 1 回につき 4 泊 5 日 

その他、支給総額の上限等 なし 

 

ホ 日帰り出張  

＊ 日帰り出張の支給基準は、勤務員の職位を問わず、共通とする。 

＊ 大学総長の校務出張にかかわる交通費については、別表第４イを適用する。 

（単位：円）              

旅費内訳 
移動距離（片道） 

１００ｋｍ未満 １００ｋｍ以遠 

交通費上限 鉄道 運賃のみ ＊a 
運賃 

及び指定席特急券 

 航空機 普通運賃 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 申請により実費 

宿泊費上限 ＊b － 

出張雑費 支給しない。 3,200 

その他の経費 （参加費） 申請により実費 ＊c 申請により実費 ＊c 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 出張の種別による。 出張の種別による。 

出張日数上限 なし なし 

その他、支給総額の上限等 なし なし 

＊a 100ｋｍ未満の出張で、領収書等がある場合は、運賃の他特急券等の支給を認める。（細則第 27 条） 

＊b 100ｋｍ未満の宿泊は、申請により認めることがある。 （細則第 29 条） 

＊c 「その他の経費」の支給要件については、「細則第 14 条」による。 
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別表第３ 海外出張旅費支給基準（第４条関係） 

 

イ 校務のための出張 

＊ 大学総長の校務出張の支給基準については、別表第４に定める。 学部長・事務部長について
は、次の支給基準を適用する。 

＊ 大学総長の、宿泊を伴う校務出張の代理出張者及び随伴する場合の支給基準は別表第５に定め
る。  

（単位：円）  

旅費内訳 
出張種別 

用務 会合・研修参加 諸行事 

交通費上限 航空運賃 ＊a エコノミークラスの正規運賃 

 

ただしエコノミークラス

の正規運賃内であれば、ビ

ジネスクラスの利用を認

める。 ＊b 

同左 同左 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊c 22,500 

 Ｂ地方 ＊d 18,800 

出張雑費 Ａ地方 7,200 

 Ｂ地方 6,200 

その他の経費

上限 
参加費 申請により実費 ＊e 

旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険料 申請により実費 ＊f 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 なし 

同左 同左 出張日数上限 なし 

その他、支給総額の上限等 なし 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項） 

＊b 細則第 23 条第３項による。 

＊c Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊d Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 
＊e 「細則第 14 条」による。 
＊f 海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 
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ロ 正課のための出張 

（単位：円）  

旅費内訳 

出張種別 

授業実施 実習指導 
演習等の指導 

通常基準 特別基準 

交通費上限 航空運賃 ＊a エコノミークラス

の正規運賃 

 

ただしエコノミー

クラスの正規運賃

内であれば、ビジ

ネスクラスの利用

を認める。 ＊b 

同左 

往復 13,000 
東京－那覇間の通

常期航空運賃往復 

現地での交通費 申請により実費 申請により実費 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊c 22,500 
12,000 12,000 12,000 

 Ｂ地方 ＊d 18,800 

出張雑費 Ａ地方 7,200 
3,200 3,200 3,200 

 Ｂ地方 6,200 

その他の経費 

上限 
旅券交付・更新手数料 申請により実費 

同左 同左 同左 
査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険料 申請により実費＊e 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 なし なし 
国際出張・海外出張
を問わず年度内 3

回 

国際出張・海外出張
を問わず年度内 3

回のうちの 1 回 

出張日数上限 なし なし 
1 回につき 

3 泊 4 日 

1 回につき 

6 泊 7 日 

その他、支給総額の上限等 なし なし － ＊f 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項） 

＊b 細則第 23 条第３項による。 

＊c Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊d Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 
＊e 海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 
＊f 特別支給基準を上回る場合、学部管轄予算で補うことができる。 （規程第９条第４項） 
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ハ 研究，調査等のための出張 

（単位：円）  

旅費内訳 
出張種別 

学会参加 研究・調査 事業 
プロジェクト 

交通費上限 航空運賃 ＊a エコノミークラスの正規運賃 

 

ただしエコノミークラス

の正規運賃内であれば、ビ

ジネスクラスの利用を認

める。 ＊b 

同左 

同左 

現地での交通費 申請により実費 同左 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊c 
12,000 

22,500 

 Ｂ地方 ＊d 18,800 

出張雑費 Ａ地方 
3,200 

7,200 

 Ｂ地方 6,200 

その他の経費

上限 
参加費 申請により実費 ＊e 

同左 

旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険料 申請により実費 ＊f 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 ＊g 

＊i 出張日数上限 1 回につき 6 泊 7 日 

その他、支給総額の上限等 ＊h 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項） 

＊b 細則第 23 条第３項による。 

＊c Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊d Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 
＊e 「細則第 14 条」による。 

＊f  海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 

＊g 専任教員の全学枠予算（学会費）による出張回数は，年度内３回（内海外充当２回）とする。（規程第 10 条第３項及び第４項） 

ただし、当該予算の全学を全学枠予算以外の予算（個人研究費等）で賄う場合は、本規程における出張回数には数えない。（規

程 10 条第３項）  

＊h 海外出張に充当の際は、１回あたりの支給上限を 200,000 円とする。（規程第 10 条第４項） 

＊i  各予算の執行要領による。（規程第 12 条，第 13 条） 
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ニ その他の出張 

                 （単位：円）                     

旅費内訳 
出張種別 

合宿視察 

交通費上限 航空運賃 ＊a 東京－那覇間の通常期航
空運賃往復  現地での交通費 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊b 
12,000 

 Ｂ地方 ＊c 

出張雑費 Ａ地方 
3,200 

 Ｂ地方 

その他の経費 

上限 
旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険料 申請により実費 ＊d 

旅費の執行
にかかわる
要件 

出張回数上限 
国内出張を含め 

年度内 1 回 

出張日数上限 1 回につき 4 泊 5 日 

その他、支給総額の上限等 － 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項）。 

＊b Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊c Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 

＊d 海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 

 

別表第４ 大学総長及びその他の役職者の校務出張旅費支給基準 （第４条関係） 

 

イ 国内出張                          （単位：円） 

旅費内訳 大学総長 学部長・事務部長 

交通費上限 鉄道 運賃及びグリーン料金 運賃及び指定席特急券 

 

航空機 
国際線のビジネスクラスに準じる運

賃 
普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 申請により実費 

宿泊費上限 16,000 14,000 

出張雑費 5,200 4,200 

その他の経費（参加費） 申請により実費 ＊a 同左 

＊a 「その他の経費」の支給要件については，「細則第 14 条」による。 

150



12 

 

ロ 海外出張 

＊ 学部長・事務部長は，専任勤務員の通常の支給基準による。 

 

（単位：円） 

旅費内訳 大学総長 

交通費上限 航空運賃 ＊a ビジネスクラスの正規運賃 

 現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊b 25,700 

 Ｂ地方 ＊c 21,500 

宿泊費上限 Ａ地方 8,300 

 Ｂ地方 7,000 

その他の経費 参加費 申請により実費 ＊d 

 

旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険 申請により実費 ＊e 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項） 

＊b Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊c Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 

＊d 「参加費」の支給要件については、「細則第 14 条」による。 

＊e 海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 

 

別表第５ 大学総長の校務の代理出張旅費支給基準及び大学総長の校務出張随伴者の出張

旅費支給基準 （第４条関係）   

 

イ 国内出張                                     （単位：円） 

旅費内訳 学部長・事務部長 専任勤務員 

交通費上限 鉄道 運賃及びグリーン料金 

同左 

 

航空機 普通運賃 

船舶 2 等の 2 つ上の等級 

現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 14,000 12,000 

出張雑費 4,200 3,200 

その他の経費（参加費） ＊a 申請により実費 同左 

＊a 「その他の経費」の支給要件については，「細則第 14 条」による。 
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ロ 海外出張 （単位：円） 

旅費内訳 
全ての代理出張者 

及び随伴者 

交通費上限 航空運賃 ＊a ビジネスクラスの正規運賃 

 現地での交通費 申請により実費 

宿泊費上限 Ａ地方 ＊b 25,700 

 Ｂ地方 ＊c 21,500 

出張雑費 Ａ地方 8,300 

 Ｂ地方 7,000 

その他の経費 参加費 申請により実費 ＊d 

 

旅券交付・更新手数料 申請により実費 

査証手数料 申請により実費 

予防接種に関わる経費 申請により実費 

海外旅行保険料 申請により実費 ＊e 

＊a 空港使用料、保安サービス料等は航空運賃に含めて支給する。（細則第 23 条第４項） 

＊b Ａ地方とは「国家公務員等の旅費に関する法律」で定める次の「指定都市」をいう。 

シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、 

パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド、アビジャン 

＊c Ｂ地方とはＡ地方を除くすべての都市及び地域をいう。 

＊d 「参加費」の支給要件については、「細則第 14 条」による。 

＊e 海外旅行保険料については、個別契約の保険を利用した場合は、学院包括保険の保険料を支給上限とする。（細則第 26 条） 
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学校法人立教学院本部及び立教大学専任勤務員の出張及び旅費の支

給に関する規程細則 

 

施行  2012年７月１日 

 

第１章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この細則は，「学校法人立教学院本部及び立教大学専任勤務員の出張及び旅費の支

給に関する規程」（以下「規程」という。）の運用及び関係事項について定める。 

 

第２章 国内出張・海外出張共通 

(出張日数の計算) 

第２条 出張期間（日数）は，原則として往復の移動日数も含むものとする。 

 (出張内容の変更) 

第３条 出張申請の承認後に内容の変更が生じたときは，規程第２条により，再度申請を

行うものとする。 

２ 天災等やむを得ない事由により出張期間に変更（延長）が生じたときには，「届書」を

提出し，人事課長の承認が得られた場合は，これを旅費の支給対象とみなすことができ

る。 

 

第３章 国内出張 

(交通経路・手段) 

第４条 出張者は，次条から第 11条までの基準に基づき，利便性及び経済性を考慮して妥

当な交通経路及び交通手段を選択することができる。 

(交通費算定の起点) 

第５条 交通費算定の起点（以下「出発地」という。）は，「池袋キャンパス若しくは新座

キャンパス（最寄駅）」，「通勤経路上」又は「自宅（最寄駅）」のいずれかを原則とする。 

 （出張経路と通勤経路の重複）  

第６条 出張経路と通勤経路が重複する部分があり，通勤交通費補助金が支給されている

ときには，その部分の出張旅費としての交通費は支給しない。 

(交通手段) 

第７条 目的地までの往復及び出張先での交通手段は，公共交通機関（鉄道，航空機，船

舶，路線バス等）の利用を原則とする。 

２ タクシー，レンタカー又は私用車の利用は，原則として認めない。ただし，状況によ

りその利用を認めることがあり，タクシーについては次条に定め，レンタカー及び私用

車の利用については別に定める。 

(タクシーの利用) 

第８条 タクシーの利用を認め，その料金を支給する要件は，次のとおりとする。支給を

希望する場合は，「届書」を提出し，人事課長の決裁により原則として実費を支給する。 

(1)  出張先への移動のために利用できる公共交通機関がない場合 

(2)  事故，天災等により，公共交通機関が不通の場合 

(3)  公共交通機関を利用すると，著しく出張の能率が低下する場合 
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イ 公共交通機関の便数が，著しく少ない場合  

ロ 公共交通機関の経路が，著しく遠回りとなる場合 

ハ 出張先が多岐にわたる場合 

 (4)  出張先で必要となる機材等が，公共交通機関では運搬できない形状又は量である場

合 

(5)  その他前各号に準ずるものとして人事課長が承認した場合 

２ 次の場合のタクシー利用は，自己負担とする。 

(1)  自己都合（私傷病を含む。）や天候（雨天等）による利用 

(2)  個人の荷物に関わる利用 

(3)  自宅と最寄駅間の利用 

(空港までの交通費) 

第９条 出発地から空港までの間の交通費については，第 27条の規定を準用する。 

２ 前条の基準により，タクシーの利用が認められた場合は，出発地から羽田空港往復

3,000円を限度として支給することができる。 

３ 羽田空港以外の空港を利用する場合の，出発地と空港間のタクシー料金については，

前項の支給基準を準用する。 

４ 出張先での復路の空港までの交通費については，第 27 条の規定を準用する。ただし，

「出発地」を「出張目的地」と読み替える。 

 （出張先での交通費） 

第 10条 出張先での交通費の支給要件は，第 27条の規定を準用する。ただし，「出発地」

を「出張目的地」と読み替える。 

 (航空機) 

第 11条  航空運賃は，エコノミークラス運賃を支給上限とするが，その金額以内であれば，

上位等級を利用することができる。 

２ 次の地域に出張する場合は，航空機を利用することができる。この地域への出張は，

航空機以外の交通機関を利用した場合も，当該航空運賃を支給上限とする。 

北海道，青森県，秋田県，山形県，富山県，石川県，福井県，和歌山県，鳥取県，島

根県，広島県，山口県，四国，九州，沖縄県 

３ 学院又は大学が特に必要と認めたときには，前項以外の地域にも航空機を利用させる

ことがある。 

４ 第２項に掲げる地域以外への出張に，任意で航空機を利用した場合には，対応する鉄

道の交通費を限度とし，いずれか安価な交通費を支給する。 

(宿泊費) 

第 12条  宿泊費は，原則として出張期間中の宿泊数に応じて支給する。 

２ 宿泊費の支給は，正規の宿泊施設の利用を対象とし，原則として個人宅等での宿泊に

ついては支給しない。ただし，出張が長期間にわたり，宿泊施設ではなく，居住施設の

賃借をする場合の要件については，別に定める。 

３ 「校務のための出張」において，学外団体主催のプログラム等に参加する場合で，宿

泊費等があらかじめ定められている場合は，規程別表の基準によらず，原則としてプロ

グラム等の指定する金額により支給する。 

(出張雑費) 

第 13条  出張雑費は，原則として，出張期間の日数に応じて支給する。 
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（その他の経費） 

第 14 条  その他の経費として，学会，研修会等（校務），懇親会等の参加費を申請により

支給することができる。支給の要件は，次のとおりとする。 

(1) 学会の参加費については，規程第 10 条第 10 項による。ただし，名誉教授の学会参

加費ついては，第 30条第２項による。 

(2) 研修会等（校務）のプログラム自体の参加費は，原則として実費で支給する。   

(3) 私立大学連盟等，学校間の連携組織が実施する定期的な会合，研修会等の懇親会等

への参加は，申請により校務扱いとし，原則として実費で支給する。 

(4) 前号以外の懇親会等の参加費は，校務による出張で，かつ，懇親会への参加が，校

務遂行上有益であると判断され，所属長及び人事課長の承認のある場合に限り，原

則として実費で支給する。 

  

第４章 海外出張 

（現地通貨の精算） 

第 15条 現地通貨は，領収書日付の月初のレートで円に換算する。 

(交通経路・手段の選択) 

第 16 条  出張者は，次条から第 23 条までの基準に基づき，利便性及び経済性を考慮して

妥当な交通経路及び交通手段を選択することができる。 

(交通費算定の起点) 

第 17条  出発地は，「池袋キャンパス又は新座キャンパス（最寄駅）」「通勤経路上」「自宅

（最寄駅）」のいずれかを原則とする。 

（出張経路と通勤経路の重複）  

第 18条 出張経路と通勤経路が重複する部分があり，通勤交通費補助金が支給されている

ときには，その部分の出張旅費としての交通費は支給しない。 

(交通手段) 

第 19条  目的地までの往復及び出張先での交通手段は，公共交通機関（鉄道，航空機，船

舶，路線バス等）の利用を原則とする。 

２ タクシー，レンタカー，私用車の利用は原則として認めない。ただし，状況によりそ

の利用を認めることがあり，タクシーについては次条に定め，レンタカー及び私用車の

利用については別に定める。 

(タクシーの利用) 

第 20条  タクシーの利用を認め，その料金を支給する可否の要件は，第８条の規定を準用

する。 

(空港までの交通費) 

第 21 条  出発時の空港までの交通費は，第 27 条の規定を準用し，出発地から成田空港又

は羽田空港までの間を対象とする。 

２ 空港までのタクシーの利用が認められた場合は，成田空港は往復 7,000 円，羽田空港

は往復 3,000円を限度として支給することができる。 

３ 成田空港及び羽田空港以外の空港を利用する場合の出発地と空港間のタクシー運賃・

料金については，成田空港を利用する場合の支給基準を準用する。 

４ 出張先での復路の空港までの交通費については，第 27 条の規定を準用する。ただし，

「出発地」を「出張目的地」と読み替える。 
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（出張先での交通費） 

第 22条 出張先での交通費の支給要件は，第 27条の規定を準用する。ただし，「出発地」

を「出張目的地」と読み替える。 

 (航空機関係) 

第 23条 航空運賃の起点となる国内出発地は，成田空港又は羽田空港を原則とする。 

２ 航空運賃は，原則として日本航空（ＪＡＬ）の料金表を基準とするが，日本航空が   

運航していない路線については，個別に基準となる航空会社を設定する。 

３ 航空運賃は，地域を問わず，エコノミークラスの正規運賃を支給上限とするが，エコ

ノミークラスの正規運賃以内であれば，ビジネスクラスを利用することができる。 

４ 空港使用料及び保安サービス料等は，航空運賃に含めて支給する。 

   (宿泊費) 

第 24条 宿泊費は，原則として出張期間中の宿泊数に応じて支給する。ただし，機中泊は

除く。 

２ 宿泊費の支給は，正規の宿泊施設の利用を対象とし，原則として個人宅等での宿泊に

ついては支給しない。ただし，出張が長期間にわたり，宿泊施設ではなく，居住施設を

賃借する場合の要件については別に定める。 

３ 「校務のための出張」において，学外団体主催のプログラム等に参加する場合で，宿

泊費等があらかじめ定められている場合は，規程別表の基準によらず，原則としてプロ

グラム等の指定する金額により支給する。 

(出張雑費) 

第 25条 出張雑費は，原則として，出張期間の日数に応じて支給する。 

 (その他の経費) 

第 26条 その他の経費として，次の経費を申請により支給することができる。 

(1)  学会，研修会等（校務），懇親会等の参加費は，第 14条の規定を準用する。 

(2)  旅券交付・更新手数料，査証手数料，予防接種に関する経費及び海外旅行保険料は，

いずれも原則として実費で支給する。ただし，海外旅行保険料については,学院包括

保険に加入せずに個別契約とした場合は，出張期間に該当する学院包括保険の保険料

を支給上限とする。 

 

第５章 日帰り出張 

(移動距離が 100ｋｍ未満の交通費) 

第 27条 出発地からの移動距離が 100ｋｍ未満の場合の交通費は，原則として経済路線の

普通運賃のみを支給する。この場合，当該交通費の精算にあたっては，領収書等の証拠書

類の提出は不要とする。 

２ 出発地からの移動距離が 100ｋｍ未満であっても，利便性が認められ，かつ，支出に関

する領収書等の証拠書類がある場合は，鉄道の特急料金，高速バス運賃，リムジンバス

運賃等の運賃・料金を支給することができる。ただし，座席の確保のみに関わる料金は

支給しない。 

３ 上記以外は，第４条から第 11条の規定を準用する。 

(移動距離が 100ｋｍ以遠の交通費) 

第 28 条  出発地からの移動距離が 100ｋｍ以遠で日帰り出張とする場合の交通費は，第４

条から第 11条の規定を準用する。 
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(移動距離が 100ｋｍ未満の宿泊) 

第 29 条 移動距離が 100ｋｍ未満の場合で，早朝出発及び深夜帰着以外の理由により，宿

泊する場合は，「届書」を提出し，人事課長が正当な理由があるとして承認した場合は，

出張の種別に応じた支給基準により宿泊費及び出張雑費を支給する。ただし，自己都合

（私傷病を含む。）による場合は，自己負担とする。 

２ 前項のうち学外団体主催のプログラムに参加する場合で，当該出張のプログラム自体

が宿泊を伴うときには，宿泊を伴うことがわかるプログラム資料を提出することにより，

「届書」の提出は不要とする。 

 

第６章 その他 

(名誉教授の出張及び旅費) 

第 30 条 本学名誉教授の出張は，規程第 10 条のみを適用し，国内出張については別表第

２ハに，海外出張については別表第３ハに定める「学会参加」の教員の基準及びこの細

則の定めにより旅費を支給する。 

２ 学会参加費は，3,000円を上限として全学枠予算（学会費）から支給する。 

(有期契約の勤務員の出張及び旅費 ) 

第 31条 規程第１条に定める専任勤務員以外の有期契約の勤務員の出張及び旅費は，次の

とおりとする。 

(1) 出張の手続は，専任勤務員に準ずる。 

(2) 旅費の支給は，出張の種別に応じ専任勤務員の基準に準ずる。 

（改廃） 

第 32条 この細則の改廃は，常務理事会の議を経て，理事長が行う。 

 

 

附 則 

１ この細則は，2012年７月１日から施行する。 

２ 「旅費規程細則（取扱要領）」（2006年３月 22日改正）は，廃止する。 
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2016年 4月 1日 

 

招へい外国人等旅費支給要領 

人事課 

 

 招へい外国人等旅費は、下記１~３の航空運賃・滞在費・諸経費を、招へい先到着時に本

人に現金（円貨）で支給する。 

 

１．航空運賃 

(1)エコノミークラスの正規運賃を上限とした実費を支給する。 

 ただし、エコノミークラスの正規運賃内であれば、ビジネスクラスの利用を認める。 

(2)航空運賃は、業者払（請求書払）または立替払（領収書払）とする。 

(3)エコノミークラスの正規運賃内で、ビジネスクラスを利用する場合は、航空会社ま

たは旅行会社による、エコノミークラスの正規運賃の見積書を提出する。 

※立寄地を経由する場合は、立寄地から招へい先の航空運賃を対象とする。（招へい外

国人等旅費支払依頼書に事由について記載すること。） 

 

２．滞在費 

  (1)滞在費：1日につき１８，０００円（上限額）を支給する。宿泊費と雑費は別途支給

しない。 

ただし、宿泊施設に宿泊しない場合は、滞在費として１日につき６，０００円（上

限額）を支給する。 

  (2)対象日：招へい先到着日から招へい先出発日までを滞在費支給対象とする。ただし、

招へい期間中であっても招へい用務のない日は対象外。日曜日については、その前

後の土曜日と月曜日に用務がある場合は支給対象とする。 

 

３．諸経費 

区 分 内  容 

現地旅費 ・居住国の国際空港までの旅費が必要な場合は、実費支給 

（領収書等を添付）。 
＊日本国内での 100km以上の移動または日本以外の場合 

・航空運賃はエコノミークラスの正規運賃を上限とした実費

を支給する。 

空港からの交通費 
池袋・志木 / 成田・羽田空港間のリムジンバス代（往復分）

（上限額）を支給する。 

空港使用料 申請により実費を支給する（領収書等を添付）。 

旅行傷害保険料 対象としない。 
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４．提出書類 

 a．「招へい外国人等旅費支払依頼書」 

b．出張日程表 

c.  航空券の請求書または領収書 

 ※領収書が発行されない場合は、Web申込み完了画面のプリントアウトも可能。 

   招へい者氏名、金額、発行日、クレジットカード決済等の支払方法、往復の便名、

搭乗日、座席クラス表記のあるフライトスケジュールの記載を必要とする。 

d．航空会社等が発行するフライトスケジュール 

※上記 c の書類に往復の便名・日時・座席クラスが記載されていれば別途フライトス

ケジュールの提出は不要。 

※フライトスケジュールが揃わない場合は、往路のチケット半券を渡航の証拠（便名、

日時）とするが、半券と領収書の内容に整合性が認められることが条件。 

e．往路のチケット半券またはパスポートの写し 

f．講演会等の開催資料 

  

５．支給（精算）の方法  

(1)渡航費 

支給（精算）は、「本人立替」または「請求書払」とする。 

(2)滞在費 

支給（精算）は、招へい先到着時に現金で支払う。 

※詳細については、別紙を参照のこと。 

 

６．書類提出先 

旅費担当。ただし、研究費・補助金の場合は、リサーチ・イニシアティブセンター。支

給希望日以前に提出できないもの（往路のチケット半券・パスポートの写し等）につ

いては、別紙を参照のこと。 

 

７．その他 

・他大学等の招へいにより、日本に短期滞在する外国人等研究者を本学開催の国際会議

等に招へいし滞在費の支払いが必要となる場合は、本支給要領を適用することがで

きる。ただし、この場合の短期滞在とは、日本の滞在期間が短期滞在者として認め

られている１８２日以下の者をいう。 

   ・招へい先が日本以外の場合についても、本支給要領を適用する。招へい先における空

港からの交通費については、申請により実費を支給する。 

※支給（精算）方法の詳細については、別紙を参照のこと。 

以上 
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招へい外国人等旅費支給要領　（別紙1/2） 2016年4月1日

支払方法 予算 招へい前の手続き 招へい時および事後における手続き

支給希望日の３週間前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・航空券領収書（PDF）
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料

招へい３週間前までにリサーチセンターへ提出
→旅費担当が内容確認および旅費計算

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103）
・出張日程表
・航空券領収書（PDF）
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料

※招へい依頼者宛領収書（リサーチ作成）

滞在費支給希望日の３週間前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・立教トラベルプラザ請求書払専用申込書（旅11）（旅費担
当又は業者へ提出）
・講演会等の開催資料

招へい３週間前までにリサーチセンターへ提出
→旅費担当が内容確認および滞在費計算

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103）
・出張日程表
・立教トラベルプラザ請求書払専用申込書（旅11）（旅費担
当又は業者へ提出）
・講演会等の開催資料

　※招へい依頼者宛領収書（リサーチ作成）

請求書支払期日の１ヵ月前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・請求書
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料
請求書支払期日の３週間前までにリサーチセンターへ提出

→旅費担当が内容確認および滞在費計算
＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103）
・出張日程表
・請求書
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料

　※招へい依頼者宛領収書（リサーチ作成）

＊原則として滞在費を請求書払することは出来ないが、招へい者の宿泊先を立教トラベルプラザで手配した場合には、滞在費のうち宿泊代を立教トラベルプラザ

＜提出書類＞提出先：経理課
・招へい者のサインがある航空券領収書（原本）
・往路半券（またはパスポートの写し）
・現金受領領収書（経理課発行）　※招へい者のサイン要
＜受取手続＞窓口：経理課
・現金（渡航費と滞在費）受領

＜提出書類＞提出先：経理課
・往路半券（またはパスポートの写し）
・現金受領領収書（経理課発行）　※招へい者のサイン要
＜受取手続＞窓口：経理課
・現金（滞在費）受領
＜その他＞
・渡航費の請求書は立教トラベルプラザから旅費担当へ回付

＜提出書類＞提出先：経理課
・往路半券（またはパスポートの写し）
・現金受領領収書（経理課発行）　※招へい者のサイン要
＜受取手続＞窓口：経理課
・現金（滞在費）受領

・招へい依頼者から招へい者へ現金（滞在費）支払
＜提出書類＞提出先：リサーチセンター
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書（滞在費）
＜その他＞
・渡航費の請求書は立教トラベルプラザから旅費担当へ回付

・招へい依頼者から招へい者へ現金（滞在費）支払
＜提出書類＞提出先：リサーチセンター
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書（滞在費）

・招へい依頼者から招へい者へ現金支払
＜提出書類＞提出先：リサーチセンター
・招へい者サインのある航空券領収書（原本）
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書

招
へ
い
先
：
日
本

大学・学院予算
研究費・補助金

科研費

大学・学院予算
研究費・補助金

科研費

大学・学院予算
研究費・補助金

   請求書払、残りの滞在費を現金払の対応が可能

科研費

航空券招へい者立替

航空券請求書払
（立教トラベルプラザ）

航空券請求書払
（任意業者）

1
6
0



招へい外国人等旅費支給要領　（別紙2/2） 2016年4月1日

支払方法 予算 招へい前の手続き 招へい時および事後における手続き

招へい３週間前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・航空券領収書（PDF）
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料

　※招へい依頼者宛領収書（円建て）作成

招へい３週間前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・立教トラベルプラザ請求書払専用申込書（旅11）（旅費担
当又は業者へ提出）
・講演会等の開催資料

　※招へい依頼者宛領収書（円建て）作成

請求書支払期日の１ヵ月前までに旅費担当へ提出
（研究費・補助金はリサーチセンターを経由）

＜提出書類＞
・招へい外国人等旅費支払依頼書（旅103または旅33）
・出張日程表
・請求書
・フライトスケジュール
・講演会等の開催資料

　※招へい依頼者宛領収書（円建て）作成

＊原則として滞在費を請求書払することは出来ないが、招へい者の宿泊先を立教トラベルプラザで手配した場合には、滞在費のうち宿泊代を立教トラベルプラザ
   請求書払、残りの滞在費を現金払の対応が可能

・招へい依頼者から招へい者へ現金支払
＜提出書類＞提出先：経理課（科研費はリサーチセンター）
・招へい者のサインがある航空券領収書（原本）
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書

・招へい依頼者から招へい者へ現金（滞在費）支払
＜提出書類＞提出先：経理課（科研費はリサーチセンター）
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書
＜その他＞
・渡航費の請求書は立教トラベルプラザから旅費担当へ回付

・招へい依頼者から招へい者へ現金（滞在費）支払
＜提出書類＞提出先：経理課（科研費はリサーチセンター）
・往路半券（またはパスポートの写し）
・招へい者の受領サインがある招へい依頼者宛領収書

航空券請求書払
（立教トラベルプラ

ザ）

航空券招へい者立替

招
へ
い
先
：
海
外

共通

共通

共通
航空券請求書払

（任意業者）

1
6
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●旅費申請

No. 区分 Q A

1
国内
海外

「出張の2週間前までに申請」などの指定があります
が、そこで言う「申請の日」とはいつを指すのでしょ
うか？

ワークフローを入力した日＝申請の日となります。ワークフロー対象
外の方で、申請書による申請となる場合は、申請書を関係窓口に提出
した日となります。
※休日をはさんだ場合など、窓口提出日より入力処理が遅れることも
ありますので、申請者は余裕をもって申請を行うよう願います。

2 国内

職員の100km以上の日帰り出張の場合、どのように
出張申請を行えばよいですか？

「出張願　国内/海外（職員用）」を用い、ワークフロー入力申請を
行ってください。
精算は、出張完了後に「国内出張旅費精算書」を、必要な証憑類を添
付の上、旅費担当までご提出ください。
なお、1万円以上の参加費が発生する日帰り出張申請も、同様となりま
す。

●仮払い

3
国内
海外

仮払いは誰でも使えるものですか？ 仮払い利用可能なのは、本学専任教職員と本学兼任講師です。学外の
方や、大学院院生、学部学生は対象外となりますので、ご注意くださ
い。
なお、仮払金の使用対象は、本人出張分のみとなります。仮払金から
他の出張者の出張経費を立替えることは出来ません。

●学院指定業者（請求書払）

4
国内
海外

学院指定業者の利用を検討しています。
見積もりだけを取ることは可能ですか？
また、請求書払いではなく本人立替も可能ですか？

出張の予定が決まりましたら、先ずは出張願をご提出ください。

東武トラベルご利用の場合、見積もりと請求書払いが可能です。
立教トラベルプラザご利用の場合、見積もり、請求書払い、本人立
替、いずれも可能です。

見積もりについては、ご希望の指定業者（東武トラベル・立教トラベ
ルプラザ）に直接ご連絡ください。

見積もり後、正式にお申込み、かつ請求書払いの場合には、学院指定
業者専用申込書を必ず旅費担当までご提出ください。書式は人事課の
ホームページよりダウンロードできます。

なお、予算に上限設定等がある場合は、事前にお見積りされることを
お勧めします。

5
国内
海外

大学院院生でも、学院指定業者を利用できますか？ま
た、チケットの送付先として、本学の旅費担当窓口
や、本学研究室を指定することはできますか？

利用可能です。出張願と、学院指定業者専用申込書を併せてご提出く
ださい。
なお、チケットの送付先として、旅費担当窓口を指定することは可能
ですが、研究室を指定することはできません。

6
国内
海外

校務に関わる学外者であれば、学院指定業者を利用で
きますか？また、チケットの送付先として、本学の旅
費担当窓口や、本学研究室を指定することはできます
か？

利用可能です。支払依頼書と、学院指定業者専用申込書を併せてご提
出ください。
なお、チケットの送付先は、原則として出張者本人自宅のみとなりま
す。

7
国内
海外

学院指定業者を使用して、同行する他大学（あるいは
一般企業）の共同研究者のチケットも手配したいと考
えています。その場合、共同研究者分の請求書を、個
別に他大学（あるいは一般企業）に送付できますか？

先方の大学（あるいは一般企業）で了承が取れるのであれば可能で
す。ただし、大学（企業）ごとに支払期限や処理方法が違うこと、チ
ケット送付に係る経費の支出可否判断が必要など、発注前の調整が必
須となります。

【旅費申請・書式】　よくあるご質問（FAQ）
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●出張関係書式

8
国内
海外

旅費申請・精算の提出書式はどこにありますか？ 旅費に関する書式は人事課のホームページに掲載しております。
ダウンロード出来ますので、ご利用ください。

※人事課ＨＰ
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_tri
p/
（ログインIDとパスワード必要）

9
国内
海外

理由書の提出を求められた場合、指定の書式はありま
すか？

「出張にかかる経費の精算に関する届書」という書式を人事課のホー
ムページに掲載しております。
ダウンロード出来ますので、ご利用ください。

※人事課ＨＰ
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_tri
p/
（ログインIDとパスワード必要）

10
国内
海外

講演会講師や学外者に旅費を支払う場合の書式を教え
てください。

支払依頼書の見本を人事課のホームページに掲載しております。支払
依頼書の作成の際、ご参照ください。

※人事課ＨＰ
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_tri
p/
（ログインIDとパスワード必要）

なお、研究費、補助金の場合は、リサーチセンターへご相談のうえ、
リサーチセンターの書式「支払依頼書」をご利用ください。

11
国内
海外

学外者に出張旅費を支払いたいのですが、実費処理の
説明をするための資料はありますか？

「旅費の実費支給に関する説明文書（学外者向け）」を、人事課の
ホームページに掲載しております。
ダウンロード出来ますので、ご利用ください。

※人事課ＨＰ
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_tri
p/
（ログインIDとパスワード必要）

●海外旅行保険

12 海外

学院包括海外旅行保険は、出張であれば誰でも加入で
きますか？

対象者は学院本部・大学の専任・有期契約の教職員と立教大学の大学
院生です。
学外者、名誉教授は学院包括海外旅行保険の対象外となりますが、任
意加入した場合は、実費支給いたします。NO.1４を参照してくださ
い。
また、「海外出張に伴う諸経費の支給」を人事課のホームページに掲
載しております。ご参照ください。

※人事課ＨＰ
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/papers/business_tri
p/
（ログインIDとパスワード必要）
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13 海外

出張期間に私用日が入りますが、学院包括海外旅行保
険加入できますか？

私用日を含む場合は、個別に保険契約して下さい。
ＮＯ．12、１４を参照してください。

14 海外

個人で加入した海外旅行保険料は支給されますか？ 出張者が任意で保険加入し、保険料を立て替えた場合、「学院包括海
外旅行保険」の旅行期間に対応した保険料を上限額として実費支給し
ます。精算書と併せて、領収書（保険証書）をご提出ください。
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●鉄道

No. 区分 Q A

1 国内

池袋キャンパスから新座キャンパスに行きます。東
武東上線ではなく、メトロ副都心線・有楽町線を利
用しても大丈夫ですか？

東武東上線直通のメトロ副都心線・有楽町線池袋駅および要町駅の利用は
可能です。ただし、直通（新木場・川越行き等）便・乗り換えなしの列車
（池袋発着または要町発着）利用に限りますので、ご注意ください。

2 国内

池袋キャンパスから新宿へ出張します。要町駅から
メトロ副都心線を利用しても大丈夫ですか？

池袋起点の出張の際に要町駅（副都心線・有楽町線共）の利用は可能で
す。ただし、要町駅＜＞池袋駅のみの利用は認められません。

3 国内

証憑書類の説明文中に「100ｋｍ未満の出張」とい
う文言がありますが、どこを起点として考えます
か？

出張精算に際し起点と定めた地点（「池袋または新座キャンパス（最寄
駅）」「通勤経路上」「自宅（最寄駅）」のいずれか）を指します。

4 国内

100km程度の近距離なのですが、領収書の提出は
必要ですか？

近距離は、普通運賃のみであれば、領収書の提出は不要です。
ただし、特急等を利用し、特急料金等を請求する場合には、領収書が必要
です。
出張先での近距離の移動も同様の扱いです。

例１）東京・池袋から高崎に行くのに、JRの在来線を利用した
　　　⇒領収書は不要です
例２）東京・池袋から高崎に行くのに、新幹線を利用した
　　　⇒特急券の領収書が必要です
例３）池袋から秩父に行くのにレッドアロー号を利用した
　　　⇒特急券の領収書が必要です
例４）出張先の長野県で上田から長野まで新幹線を利用した
　　　⇒特急券の領収書が必要です

5 国内

川越から寄居まで、東武鉄道のTJライナーの指定
席を利用しても良いですか？

同一便内に追加料金の発生しない自由席がある場合は、特急料金ではなく
席料となるため、対象外となります。

例）上野ー高崎（ＪＲ・グリーン車）、池袋ー横浜（JR・湘南新宿ライ
ングリーン車）、新千歳空港ー札幌（ＪＲ・Ｕシート）、名古屋ー松阪
（JR・快速みえ）なども対象外です

6 国内

モバイルSuicaを使用して乗車券・特急券を購入し
ました。領収書はどのように取得すればよいです
か？

JR東日本のホームページ・モバイルSuica案内サイト
http://www.mobilesuica.com
こちらでご利用明細書（領収書）を取得できます。

7 国内

JR東海のエクスプレス予約をしました。IC利用票
は、領収書として認められますか？

JR東海のホームページ・エクスプレス予約案内サイト
http://expy.jp/faq/category.php?id=12
こちらで領収書を取得できます。

なお、IC利用票は領収書として認められません。

8 国内

回数券を購入したいのですが、利用可能ですか？ 可能です。

企画切符（回数券・周遊券等）を購入し、領収書の金額が「駅すぱあと」
等で確認した金額より安価であれば、認められます。
特に届書や実際経路の確認書面は提出不要です。

例1）東京から青森に行くのに、フリー切符を購入した。
例２）東京から清里に行くのに、あずさ回数券（６枚つづり）を購入し、
3人で往復した。
→両例とも全額支給対象（回数券は人数割りの金額）

例３）東京から清里に行くのに、あずさ回数券（6枚つづり）を購入し、
2人で往復した。
→4枚分の金額のみ支給対象

【旅費精算】　よくあるご質問（FAQ）
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9 国内

東海道新幹線を使って大阪まで行く出張の上限額は
のぞみの料金ですか、ひかりの料金ですか？

のぞみの料金を上限額とします。同一路線内は、最も早い特急料金を支給
上限とします。

●飛行機

10 国内

国内出張で、旅費規程細則にある「航空機を利用す
ることができる地域」以外に出張した際に、飛行機
を使いました。旅費支給は認められますか？

※航空機を利用することができる地域（東京起点）
北海道・青森県・秋田県・山形県・富山県・石川
県・福井県・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・
山口県・四国・九州・沖縄県
（和歌山県、山形県は2012年７月より追加）

「駅すぱあと」等で計算した鉄道料金を上限として、支給することができ
ます。

東京以外の地域からの移動の場合（九州内の移動など）は、事前にご相談
ください。

11 国内

①仙台に住んでいる研究協力者が大阪に出張しま
す。航空機の利用は可能ですか？

②関東圏以外に住んでいる研究協力者が出張する場
合の航空機利用の範囲はどこですか？

出発地が東京以外の航空運賃上限地域は、その都度判断しますので、旅費
担当にご相談ください。

12 国内

旅客機のクラスJ（JAL）、プレミアム（ANA)に
搭乗することは可能ですか？

搭乗可能です。ただし、支給料金は普通運賃を上限とします。

13 海外

海外出張時にビジネスクラスを利用したいのです
が、可能ですか？

エコノミークラスの正規運賃内であれば、ビジネスクラスの利用を認めて
います。

2012年７月1日改正の旅費規程別表第３をご参照ください。

14
国内
海外

飛行機利用の際、追加料金を支払ってアップグレー
ドすることは認められますか。

エコノミークラスの正規運賃の範囲内であれば、座席のアップグレードを
認めています。

ただし、搭乗優先、ラウンジ使用、食事等のサービス面でのアップグレー
ドについては認められません。

15 海外

マイレージを使用して出張に行きたいのですが、諸
税などはマイレージではカバーできないようです。
出張費から支給してもらうことはできますか？

渡航費のうち、マイレージで賄うことが出来ない空港使用料、燃油サー
チャージなどを支給することは可能です。出張申請時に、備考欄にその旨
記載してください。

16
国内
海外

航空チケット購入時に、インターネットバンキング
を利用しました。支払を証明するには、どういった
証憑を提出すればよいですか？

振込み手続きをした際の決済画面カラー印刷にご捺印いただいたものと、
通帳のコピー（名義と引き落とし金額がわかるページのもの）をご提出く
ださい。
ただし、イーバンク銀行やソニー銀行等の通帳の発行のないインターネッ
トバンキングをご利用の場合は、入出金明細をカラー印刷したものにご捺
印いただき、ご提出ください。

17
国内
海外

ｅチケットで申し込んだ（もしくはインターネット
予約を行った）ので、領収書の取得方法がわかりま
せん。どうしたらよいですか？

航空会社から直接購入したのであれば、当該航空会社の発券カウンターや
自動チェックイン機で領収書を受け取ることが可能です。
また、インターネット上で取得できる領収書でも対応可能ですが、取得可
能期間が設定されている会社もありますので、各航空会社のホームページ
をご確認の上、搭乗日より前に取得されることをお勧めします。

なお、購入時にクレジットカード（本人名義に限る）を利用された場合
は、カード会社発行の明細書でも対応可能です。明細書原本を旅費担当窓
口までご持参ください。
※当該請求に関わらない請求明細は、黒塗りなどで隠しても構いません
が、カード名義人口座情報に関わる部分は、ご提示いただくようお願いし
ます。
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18
国内
海外

航空チケット購入時に、発券手数料が発生しまし
た。旅費での支給は可能でしょうか？

可能です。その場合は、発券手数料も含まれた請求書ないし領収書をご提
出ください。

19
国内
海外

飛行機利用の際、手荷物料や、海外渡航時の機内食
事代は支払われますか？

搭乗時に必要であることが確認出来れば、お支払可能です。

例）ユナイテッド航空、エアーアジア等の格安航空会社

●バス

20
国内
海外

出張先で、バス代等の交通費が発生しましたが、ど
のように支払い申請をしたらよいですか？

本人立替をしている場合は、「国内出張旅費精算書」または「海外出張旅
費精算書」に、出張先までの交通費、宿泊費、出張雑費および現地でのバ
ス代等を記入し、証憑類を添付のうえご提出ください。

なお、出張先の一定地域内での移動で鉄道・バス等の公共交通機関を利用
した場合は、領収書等証憑の提出は不要です。

ただし、研究費においては海外出張時の現地交通費も証憑類の提出が求め
られていますので、必ず領収書等を取得してください。

21
国内
海外

高速バスを利用しての出張は可能ですか？ 可能です。精算にあたって、領収書の提出が必要となります。
ただし、深夜帯のバスを利用した場合は、車中泊となりますので、宿泊費
の対象外となります。

22 国内

ゼミ合宿でバスをチャーターし精算をする際に、
チャーター料の領収書は必要ですか？

必要です。提出時には、最終確定人数を「国内出張旅費精算書」にご記入
ください。

●他交通費

23
国内
海外

タクシーを利用出来ますか？ 原則、公共交通機関をご利用してください。
ただし、事由を記した「届書」を提出のうえ、人事課長の決裁により実費
支給される場合もあります。

【タクシー利用が認められる要件】
・公共交通機関がない場合
・事故、天災等により、公共交通機関が不通の場合
・公共交通機関を利用すると、著しく出張の能率が低下する場合
・出張先で必要となる器材が、公共交通機関では運搬できない形状・量で
ある場合
・その他前述に準ずるもの

なお、自己都合（私傷病含む）や天候による利用は個人負担となります。

2012年７月1日改正の旅費規程細則第８条をご参照ください。

24 国内

空港までの交通費は、精算書に経路と金額を記入す
れば、領収書不要でも支給されますか？

普通運賃のみであれば、領収書は不要です。
特急料金（成田エクスプレス、京成スカイライナー等）、リムジンバス、
高速バスをご利用の場合は領収書が必要です。
※日本国内で、羽田・成田空港以外の空港から目的地までの連絡バスの領
収書は必要ありません。

また、タクシー利用が認められた場合は、羽田空港往復3000円、成田空
港往復7000円を上限に実費支給します。領収書を提出してください。

2012年７月1日改正の旅費規程細則第9条、第21条をご参照ください。
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25 海外

海外での移動の際、１等車両への乗車は認められま
すか？

海外出張時に限り、列車・バス・船舶等の等級は問わないものとします。

26 国内

私用車での出張は認められますか？ 事前に所定の手続きを終え、人事課の承認を得られた場合のみ、限定的に
認めています。
詳細は、以下のURLをご参照ください。

＜出張における自家用車使用に関する取扱い基準＞
http://www.rikkyo.ac.jp/staffs/information/_asset/pdf/1_05.pdf

なお、事後の申請は一切認められません。

27
国内
海外

出張先でレンタカーを使用したいのですが可能です
か？また、旅費としての支出は可能ですか？

公共の交通機関を使用しての移動が原則となりますが、やむを得ない事由
があれば考慮いたしますので、必ず事前に届書をご提出ください。（研究
費での使用の場合は、リサーチ・イニシアティブセンターにご相談くださ
い。）

レンタカーは施設設備等賃借料、ガソリンは燃料費、高速代は旅費交通費
での支出となります。

実際の使用に際しては、レンタカーは領収書とお客様控え（または明細
書）、ガソリン・高速代は領収書が必要となります。高速代分の領収書に
は、使用区間が明記されている必要があります。

※レンタカー使用時のオプション料金（4WD利用等）は自己負担となり
ますので、ご注意ください。

28 国内

高速道路を利用しましたが、ETCを利用したため、
領収書がありません。どうしたら良いですか？

ETCはクレジットカードでの引落が前提となりますので、クレジットカー
ドの引落明細をご提出ください。「利用証明書」に記載の金額は、実際に
カード会社から請求される金額と異なる場合があるため、領収書とはみな
しませんのでご注意ください。

年度末の出張で、カード利用が出来ない場合は、ETCの利用を避け、有人
の料金所で現金で支払い、領収書の発行を受けてください。
ETCを利用すると、有人料金所でも領収書の発行はされませんので、ご注
意ください。

●宿泊

29
国内
海外

ホテルからの領収書に、電話使用料も含まれていま
した。
合計金額は1泊分の上限額よりも低いものですが、
全て支給されますか？

宿泊以外の諸経費（電話使用料、冷蔵庫内飲料購入等）は旅費としてはお
支払いできません。
※他の費目で認められる場合もありますので、主管部局にご相談くださ
い。

なお、宿泊費に食費が含まれる場合はお支払い可能ですが、領収書内で別
立てで明示された場合は、お支払いできませんので、ご注意ください。

＜例＞
「室料（朝食代含む）　8,000円」→朝食代込みの金額が支給されます。
「室料　7,000円、朝食代　1,000円」→室料のみ支給となります。

30
国内
海外

同一旅程で複数名で出張しました。相部屋となりま
したが、領収書はどのような形で取得したらよいで
すか？

宿泊先施設に、個別で領収書を作成してもらうようご依頼ください。海外
でも可能かとは思いますが、困難な場合は、宿泊内訳がわかる明細の発行
をご依頼ください。
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31 国内

太刀川記念交流会館を利用したいのですが、領収書
などはどうしたらよいですか？

宿泊予約の際、申込書に「入金確認書」が必要な方用のチェックボックス
がありますので、忘れずにチェックをお願いします。

＜太刀川記念交流会館利用・申込みについて＞
http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/profile/facilities/tachikawa_inter
national_hall/guide/

同施設に限り「入金確認書」をもって領収書といたします。
食費については別途領収書が発行されますので、併せてご提出ください。

※同施設利用時に限り、宿泊費と食費が別々の領収書でも、全て宿泊費と
して例外的に扱います。

32
国内
海外

ホテルではなく、個人宅を短期間間借りする形で、
その個人から宿泊費として領収書を発行してもらい
ましたが、執行可能ですか？

個人宅は宿泊施設として経営されているものではないため、宿泊費の支給
対象となりません。

33
国内
海外

外部講習会などで、参加費や宿泊費が決められてい
て、かつ事前に支払（振込み）が必要な場合は、ど
のように支払依頼を行えばよいですか？

講習会等の日時、内容、金額、振込先等が分かる書類を提出していただけ
れば、事前にお振込可能です（往復交通費・宿泊費・雑費については別途
ワークフローでの申請が必要です）。もしご自身で立替をされる場合は、
事後に領収書をご提出ください。

34
国内
海外

参加予定の学会で、宿泊費込みの学会参加費を支払
う必要があります。学会費からは参加費は支給され
ないとのことですが、宿泊にかかるので、支給して
はもらえませんか？

証憑類中に内訳明細があれば、宿泊費分のみ旅費として支給することは可
能です。内訳明細がなく、参加費と宿泊費とを分離することができない場
合は、旅費としてお支払いすることはできません。その場合は、個人研究
費または研修資料費にて精算ください。

35
国内
海外

旅行会社のパックツアーを利用したいのですが、認
められますか？

利用可能です。ただし、申請している出張の日程よりも、ツアー日程のほ
うが長い場合は、本来の出張日程で旅費規程を用いて宿泊費等を計算し、
超過するようであれば調整の上支給します。

証憑類としては、領収書に加えて、旅行会社発行のパッケージ料金内訳明
細（申込書お客様控えや、バウチャーなど）が必要となります。

＜必須事項＞
旅程表や申込控え、バウチャーに以下の項目が含まれているか、必ずご確
認ください。
・出発日/帰着日
・出発地/目的地
・パッケージツアー利用対象者氏名
・乗車便または搭乗便の便名/発着時間/クラス表示
・宿泊施設名/宿泊日

精算書の記入方法は、「その他」欄に「パックツアー料金」として一括の
金額を記載してください。

●出張雑費

36 海外

海外出張で、ワシントン（Ａ地方）とシアトル（B
地方）に行きました。出張2日目にワシントンから
シアトルへ移動をし、その後は帰国までシアトルに
いましたが、移動日の雑費の計算はA地方・B地方
どちらの基準で支給されますか？

2地方にまたがる出張で、同日に2地方滞在となる場合は、「国家公務員
等の旅費に関する法律」に準じ、高額な地区の規定額でのお支払いとなり
ます。

ただし、Ａ地方がトランジット（空路・陸路ともに含む）のみの場合は、
Ｂ地方の規定額となります。

37
国内
海外

学院指定業者を利用しました。現地交通費などの立
替は予定していませんので、出張雑費だけ支給を希
望していますが、旅費精算書の提出は必要ですか？

出張雑費のみ支給希望される場合は、学院指定業者専用申込書内の所定の
箇所にチェックを入れていただくことで、精算書の提出は不要とします。
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●私用を含む出張

38
国内
海外

用務で京都まで出張の合間に、私用を済ませたいと
考えています。私用分として京都から新大阪まで移
動予定です。東京＜＞新大阪でJR乗車券・特急券
を手配しますが、全額支給されますか？

私用分については、支給対象外となります。実際の用務予定を確認し、駅
すぱあと等で差額分を差し引いて計算、支給という形になります。
なお、海外で同様のケースが発生した場合は、私用分の経由地を除いた経
路で見積書を取得・ご提出いただきますので、ご注意ください。

国内・海外同様私用を含むご出張は、出張願と併せて日程表をご提出くだ
さい。

●出張中止、キャンセル

39
国内
海外

出張手配をしましたが、出張自体が中止となってし
まいました。出発間際のキャンセルとなったため、
旅行会社にキャンセル料を支払わなければなりませ
ん。どうしたらよいですか？

キャンセルの事由により異なります。
・自己都合でのキャンセル⇒自己負担となります
・校務都合や業務上やむを得ない場合⇒大学負担となります。
※キャンセル事由精査のため、指定の届をご提出いただきます。

40
国内
海外

天災などのやむを得ない事由で、出張期間に変更
（延長）が生じました。どうしたらよいですか？

事由を記した「届書」を提出してください。出張期間とみなすかどうか、
人事課長が決裁します。

●海外出張の精算書記入方法

41 海外

海外出張時のレート換算ですが、簡単に出来る方法
はありますか？

計算式を盛り込んだ精算書がありますので、そちらをご活用ください。
現地通貨は、領収書の日付の月初レートで換算します。

大学ホームページの「財務部：振り込みについて」に各月のレート表が掲
載されています。
http://www.rikkyo.ac.jp/aboutus/profile/organization/finance_divi
sion/staffs/payment/

不明な場合は、旅費担当で計算を行いますので、その旨お申し出くださ
い。

●学会費からの出張

42 国内

つくばへ学会参加します。
①日帰りの場合、交通費と出張雑費は支給されます
か？
②宿泊する場合、宿泊費は支給されますか？

①１００ｋｍ未満の学会出張は交通費のみを実費支給いたします。出張雑
費は支給対象外となります。
②１００ｋｍ未満の学会出張での宿泊は、出張者からの申請により、宿泊
が不可避であることが認められれば、支給されます。
事由を記した「届書」を提出してください。宿泊が不可避かどうか、人事
課長が決裁します。

2012年７月1日改正の旅費規程別表第２ホをご参照ください。

43 海外

学会参加のため海外へ出張に行きます。旅費上限額
はいくらですか？

交通費、宿泊費、出張雑費の総額、20万円が上限額です。

●演習指導等（ゼミ合宿）の出張

44 国内

日帰りで演習指導（ゼミ）の出張に行きます。交通
費と出張雑費は支給されますか？

・１００ｋｍ未満の出張
交通費のみを実費支給いたします。出張雑費は支給対象外となります。
・１００ｋｍ以遠の出張
交通費と出張雑費を実費支給いたします。

（2012年7月1日より改正）
2012年７月1日改正の旅費規程別表第２ホをご参照ください。
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＊   本冊子には、下記の書式が綴ってありますので、ご利用ください。 

 

１） 出張願・旅費申請書 

        教員用 （国内） （旅-2） 

教員用 （海外）  （旅-3） 

教員用 （海外）（＊安全保障輸出管理項目付） 

「出張願」の事後申請に関する届書 （旅-30） 

大学院学生用 （国内・海外） （旅-４） 

国内旅費支払依頼書 （WFS 外・研究費共通） （旅-101） 

国内旅費支払依頼書 （戦略的事業・学外者用） （旅-101-2） 

外国旅費支払依頼書 （WFS 外・研究費共通） （旅-102） 

外国旅費支払依頼書 （戦略的事業・学外者用） （旅-102-2） 

招へい外国人等旅費支払依頼書（ﾘｻｰﾁｾﾝﾀｰ経由研究費用）  （旅-103） 

２） 学院指定業者申込書 

＜立教トラベルプラザ＞ 

国内 JR・宿泊予約      （旅-9） 

国内 航空券・宿泊予約  （旅-10） 

海外 航空券・宿泊予約  （旅-11） 

＜東武トップツアーズ＞ 

国内 JR・宿泊予約      （旅-6） 

国内 航空券・宿泊予約  （旅-7） 

海外 航空券・宿泊予約  （旅-8） 

３） 精算関係 

           出張日程表 （海外・国内）（旅-12） 

国内出張旅費精算書  （旅-13） 

海外出張旅費精算書  （旅-14） 

海外出張旅費精算書（レート計算欄つき）  （旅-15） 

出張にかかる経費の精算に関する届書  （旅-27） 

４） その他 

学院包括契約海外旅行保険加入依頼書  （旅-28） 

2016年 7月 14日版 

旅費の実費支給 

関連書式綴り 
(科学研究費助成事業に関する説明会用) 
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科研費PROご利用ガイド 
（2016年度版） 

資料１１ 
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●科研費ＰＲＯ 
 

 

2016/04/01 ご利用ガイド 2016年度版 

 
当資料は、研究者の皆さまに科研費管理システムをお

使い頂くにあたっての要点をまとめたガイドブックです。 
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●科研費ＰＲＯ 
ご利用ガイド  ２ ０ １ ６年度版  

目次 

１．システムご利用にあたって ............................................................................................. 2 

１．１．システムご利用の前提条件 ................................................................................................. 2 

１．２．システムのＵＲＬ ....................................................................................................................... 2 

１．３．システムのユーザーIDとパスワード .................................................................................. 2 

１．４．「科研費ＰＲＯ」による執行状況・残高確認 ...................................................................... 2 

２．「科研費ＰＲＯ」へのログイン .......................................................................................... 4 

２．１．「科研費ＰＲＯ」のログイン画面 ............................................................................................ 4 

２．２．初めて科研費ＰＲＯにログインした時の操作 ................................................................... 4 

２．３．パスワードの変更 .................................................................................................................... 4 

３．ログイン直後の画面構成 ............................................................................................... 6 

４．「執行状況」照会画面の基本的な使い方 ....................................................................... 7 

４．１．執行状況の確認 ...................................................................................................................... 7 

４．２．費目別の執行状況と支出の詳細の確認.......................................................................... 8 

４．３．集計パターン「予定額」「実績額」の切替え ...................................................................... 9 

４．４．低執行率の課題の強調表示について ........................................................................... 10 

５．基金、一部基金の執行状況の照会について ............................................................... 11 

５．１．執行状況画面での表示内容 ............................................................................................. 11 

５．２．研究期間全体の執行状況の照会 ................................................................................... 12 
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１．システムご利用にあたって 

 

１．１．システムご利用の前提条件 

 本学の科研費管理システム（＝システム名：「科研費ＰＲＯ」）を利用するためにはインターネットに

接続されたパソコンが必要となります（パソコンの設置場所が大学内・大学外を問わず、科研費ＰＲＯ

は利用可能です）。 

 システムを利用するためのパソコンのＯＳは Windows、マッキントッシュいずれでも構いませんが、

以下のブラウザを使う事が推奨されています。 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｏｒ バージョン 6.0 SP1以上 

 ＦｉｒｅＦｏｘ バージョン 3.0以上 

 Ｓａｆａｒｉ バージョン 2.0以上 

 GoogleChrome 

 

１．２．システムのＵＲＬ 

 インターネットに接続されたパソコン上でブラウザを起動し、以下の URLにアクセスして下さい。 

https://rikkyo-kaken.jp 

  システムのログイン画面が表示される事をご確認ください。 

  ★先頭の文字列は’ｈｔｔｐｓ’（末尾に’ｓ’が付く）ですのでご注意ください。 

 

１．３．システムのユーザーID とパスワード 

 「科研費ＰＲＯ」をお使い頂くためには個人を識別するユーザーIDとパスワードが必要です。ユーザ

ーIDとパスワードはメールもしくは書面でご案内しておりますが、ご不明の場合は以下にお問い合わ

せください。 

○立教大学リサーチ・イニシアティブセンター  科学研究費担当 

  電話番号：03－3985－4538, 4656, 2956  

  E-Mail：kaken@rikkyo.ac.jp 

１．４．「科研費ＰＲＯ」による執行状況・残高確認 

「科研費ＰＲＯ」の特徴は以下の通りです。 

 科研費ＰＲＯにログインすることで、ご自身の科研費課題の最新の執行状況、および残高確

認が可能です。 
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 1つのユーザーＩＤで、補助金分、基金分のどちらの科研費の執行状況も確認可能です。さ

らに厚生労働省の科研費等も（採択されている課題がある場合）確認可能です。 

 執行状況は代表者分、分担者分のどちらでも確認可能です。代表者の方は、ご自身の執

行状況に加えて学内分担者の執行状況も確認可能です（学内分担者がいる場合）。 

 過年度の課題の執行状況についても確認可能です。科研費ＰＲＯには 2007年度以降の課

題の執行データが登録されています。 
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２．「科研費ＰＲＯ」へのログイン 
 

２．１．「科研費ＰＲＯ」のログイン画面 

 

科研費ＰＲＯにアクセスすると上記ログイン画面が表示さ

れます。ユーザーIDとパスワードを入力し、「送信」ボタンを押

下するとログインすることができます。 

 

２．２．初めて科研費ＰＲＯにログインした時の操作 

科研費ＰＲＯに初めてログインすると、まず以下の画面が表示されます。ご利用になる目的に応じ

て「処理年度」と「科研種別」を設定してください。変更の必要が無ければそのまま「決定」ボタンを押

下してください。「処理年度」と「科研種別」は初回設定後、いつでも別の内容に変更することが可能で

す。過去に科研費ＰＲＯにログインしたことがある場合、この画面は表示されません。 

 

 

２．３．パスワードの変更 

科研費ＰＲＯはインターネットに接続可能なパソコンがあればどこからでも利用できる反面、ユーザ

ーＩＤとパスワードを他人に知られてしまうと思わぬ情報漏えいを引き起こす可能性があります。 

科研費ＰＲＯのご利用にあたっては、初回ログイン時にまずご自身しか分からないパスワードに変

更して頂き、さらに定期的にパスワードを変更する運用をご自身で行って頂くようお願いいたします。 

 

ユーザＩＤ ：システムにログインするためのユ

ーザーＩＤを入力します。研究者番号

をお持ちの方は研究者番号となりま

す。研究者番号をお持ちでない方は

メールもしくは書面でご連絡しており

ますので、そこに記載された番号を

入力して下さい。 

パスワード：利用者の皆さまにはメールもしく

は書面でご連絡しています。初回は

そこに記載されたパスワードを入力

して下さい。パスワードは初回ログイ

ン後にご自身で変更をお願いします

（※過去にログインし既にパスワード

を変更されている方も定期的に変更

をお願いします）。 

お知らせ：科研費ＰＲＯの利用にあたって利用

者の皆さんにお伝えしたいご連絡事

項です。 

処理年度：執行状況を確認したい年度をリストから選択して

下さい。初期値には最新年度が設定されています。 

科研種別：「文科省科研費」と「厚労省科研費」の選択が可能

です。補助金分、基金分の執行状況を確認する場

合は「文科省科研費」のままで結構です。 
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（パスワード変更手順） 

① 画面上部の「パスワード変更」をクリックして下さい。 

 
 

② パスワード変更画面に切り替わりますので、「現在のパスワード」を 1回、「新しいパスワード」を 2

回入力し、「登録」ボタンを押下して下さい。 

  

③ 以下の登録完了のメッセージが表示された事を確認して下さい。 

   

 

★★ お願い ★★ 

  パスワードを忘れてしまった場合、メールや電話でお問い合わせ頂くとそれがきっかけとなり思わ

ぬ情報漏えいを引き起こす事も考えられます。慎重かつ厳重なパスワード管理をお願いいたします。 
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３．ログイン直後の画面構成 
 

ログインが完了すると以下のような画面が表示されます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

現在選択中の「年度」、「科研種別」、氏名が表示されています 

ご自身の課題の残高が一覧されています。「執行状況」タブをクリックすれば、詳細な最新の執行状況が確認で

きます 

「執行状況」「帳票出力」の２つのタブから使いたい機能のタブをクリックして下さい。

「執行状況」タブをクリックすると、より詳細な最新の執行状況が確認できます 

クリックすると「年度」「科研種別」を再

設定する画面（前述２．２．の画面）が

表示されます 

ご自身でパスワードを変更したい

場合にクリックして下さい 
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４．「執行状況」照会画面の基本的な使い方 
 

ログイン後の画面で「執行状況」タブをクリックすると、ご自分の課題の執行状況をより詳細に確認

出来る画面が表示されます。 

 

４．１．執行状況の確認 

「執行状況」タブをクリックすると以下の画面に切り替わります。「科研種別」として「文科省科研費」

が選択されている場合は、補助金分・基金分の両方の執行状況が一度に確認出来ます。また、他機

関より分担金の配分を受けている課題についても同じ画面で執行状況が確認可能です。「執行状況」

タブのクリックによって、ご自身が代表者、もしくは分担者になっている課題が一覧されます。 

 

① 執行状況画面切替メニュー 「執行状況（新レイアウト）」（上記画面）、「執行状況（基金）」（後述の５．２．ご参照）

の２つの画面を切り替えることが出来ます。 

② 検索ボタン 「集計パターン」など、画面上部にある検索条件を指定、または変更した場合は、必

ずこのボタンを押下して表示を更新して下さい。 

③ 集計パターン 「予定額」と「実績額」の選択を変えることで、執行状況の表示内容を切り替える事

が出来ます。「予定額」「実績額」の切り替えで、「支出合計」に反映される支出が変

わりますので、結果として残高や執行率が変わります（詳細は「４．４．集計パター

ン「予定額」「実績額」の切替え」をご覧ください）。 

④ 帳票種別 

⑤ Ｅｘｃｅｌ出力ボタン 

執行状況は、Excel形式の帳票として「残高一覧表」「研究種目別残高一覧表」「所

属部局別残高一覧表」「キャンパス別残高一覧表」「費目間流用制限額一覧」をダ

ウンロードすることが出来ます。出力したい帳票を「帳票種別」から選択して「Excel

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 

B 

C 

D 

① 

⑦ 
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出力」ボタンを押下して下さい。 

⑥ 研究種目、課題番号 

 

補助金分・基金分、代表分・分担分に関わらず、ご自身が関係する全ての課題の

執行状況を見ることが出来ます。基金の課題の場合、研究種目の末尾に「（基金）」

もしくは「（一部基金）」と表示されます。 

学内分担者がいる場合、1つの課題の執行状況が全体と「代表」「分担」別に複数

行に分かれて表示されます。他機関から分担金の配分を受けている課題では、課

題番号の右側に「（分担）」という文言が表示され、その下に代表者の所属機関名

が表示されます。 

前ページ 4.1.の画面例では上から順番に以下の様な課題の表示例となっています

（研究者＝「立教一郎」でログインしたケース）。 

・A ： 課題代表分（分担者なし） 

・B ：他機関より分担金の配分を受けている課題 

・C ：課題代表分（学内分担者あり） 

・D ： 学内の代表者より分担金の配分を受けている課題 

⑦ 「詳細」「支出詳細」ボタン 詳細は「４．３．費目別の執行状況と支出明細の確認」をご覧ください。 

 

４．２．費目別の執行状況と支出の詳細の確認 

 執行状況照会画面の各課題の右端にある２つの詳細ボタンを押下すると、それぞれ費目別予算

額・実績額と、入出金詳細を確認することが出来ます。 

    

 分担者がいる課題の場合は、代表者、分担者それぞれの執行状況画面で費目別予算額・実績額

および入出金詳細について確認することが出来ます。 

 

【①費目別の執行状況画面】 

②入出金伝票の詳細画面に切り替わります 

① 費目別の執行状況画面に切り替わります 
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【②入出金伝票の詳細画面】 

 

 

４．３．集計パターン「予定額」「実績額」の切替え 

費目ごとに「予算」「支出」「残高」「執

行率」が確認できます。 

他機関に分担者がいる場合、分担金

の送金額は【なし】の欄に表示されま

す。 

振込日が未定の場合「支払年月日」の欄は空白になります。 
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執行状況の確認画面では、「集計パターン」として「予定額」「実績額」を切り替えることが可能です。

「集計パターン」を変更し、「検索」ボタンを押下すると指定した内容に応じて執行状況が更新されます。 

          

 「集計パターン」として「予定額」を指定した場合、「科研費ＰＲＯ」に入力済の全ての支出データを

加味した執行状況を表示します。一方「実績額」を指定した場合、入力済の支出データのうち支払処

理が完了したものだけを加味した執行状況を表示します。 

「実績額」を指定した場合、さらに日付を指定することで「指定日時点で支払完了」のデータだけを

集計した執行状況が確認出来ます。システムにログインした当日を「実績額」の日付欄に指定した執

行状況と、「予定額」の執行状況を比較することで未払い状態の金額を把握することが可能です。 

 

４．４．低執行率の課題の強調表示について 

 執行状況画面では、１月から年度末（３月３１日）までの期間に限り、低執行率の課題が赤く強調表

示されるようになっています（強調表示の対象は「文科省科研費」のみ）。現状では、執行率が３０％

未満の課題が赤くなります。 
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５．基金、一部基金の執行状況の照会について 
 

５．１．執行状況画面での表示内容 

 ２４年度から２６年度までに採択された基盤研究（Ｂ）、若手研究（Ａ）の課題について研究費の一部

が基金化されましたが、科研費ＰＲＯでは補助金分と基金分に分けて各々を別々の課題として管理し

ています。 

 一部基金、基金の課題は「４．１．執行状況の確認」画面において、以下の様に表示されます。 

 

 

① 入金額 当該年度に交付される直接経費の入金情報は「入金額」欄に表示さ

れます。分担者がいる場合、この入金情報は研究者毎ではなく課題

全体の金額が表示されます（代表者・分担者の個別の「入金額」欄に

はゼロが表示されますが問題はありません）。 

② 予算額、支出合計 学外分担者がいる場合、執行状況画面には学外分担者の情報は表

示されません。よって研究者毎の「予算額」の合計が課題全体の「予

算額」と一致しないケースがあります。同様に学外分担者に分担金を

送金した場合、その情報は研究者毎の支出には反映されませんの

で、研究者毎の「支出合計」が課題全体の「支出合計」に一致しない

ケースがあります。 

③ 一部基金分の課題番号 一部基金化された研究種目の課題では、研究費の補助金分と基金分

が別々に執行状況画面に表示されます。どちらを表示しているかは

課題番号の末尾の「（基）」「（補）」の表示でご確認ください。 

★一部基金化された課題は平成 24年度から 26年度にかけて採択

された研究種目が基盤(B)、若手(A)に該当するものですが、科研費

③ 

⑤ 

② 

④ 

①  
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PROではその終了まで補助金分と基金分の 2つの課題に分けて管

理します。 

④ 繰越 前年度からの繰越金がある場合、「繰越」欄にその金額が表示されま

す。分担者がいる基金分の課題で、前年度からの繰越金がある場

合、研究者毎に「予算額」と「繰越」を足した金額が「合計」欄に表示さ

れます。その金額が当該年度の各研究者の研究費となります。 

調整金による次年度使用についても同様の扱いとなります。 

⑤ 前倒し請求 基金分の場合、前倒し請求によって入金された研究費は「前倒し」欄

に表示されます。分担者がいる場合、前倒し請求された研究費は各

研究者の当年度の予算額に再配分しますので、研究者毎の「予算

額」欄の金額は前倒し請求額を加算した結果の金額になっています。

よって分担者がいる課題では「前倒し」欄は課題全体にのみ表示さ

れ、研究者毎に金額が表示されることはありません。 

調整金による前倒し使用についても同様の扱いとなります。 

 

５．２．研究期間全体の執行状況の照会 

 前述の画面は単年度の執行状況を確認する機能ですが、基金分の課題については研究期間全体

の執行状況を別の画面で確認することが可能です（一部基金の課題については対象になりません）。 

 

① 執行状況画面メニュー 「執行状況（基金）」をクリックすると上記画面が表示されます。 

② 研究種目、課題番号、

研究期間 

当画面では研究種目、課題番号に加えて、課題の採択年、終了年が表

示されます。 

③ 執行状況 「繰越」の表示欄がない事を除き単年度の執行状況画面と同内容で

す。 

① 

② 

③ 
④ 
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④ 詳細ボタン 詳細ボタンを押下すると、研究期間全体の費目別予算額・実績額が表

示されます。表示内容は４．３．の単年度の場合と同じです。 
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６．「年度」と「科研種別」の切替操作 
 

６．１．「科研種別」について 

「科研費ＰＲＯ」では文科省、日本学術振興会の補助金分・基金分の科研費と、厚労省の科研費等

の一体管理が可能です。補助金分・基金分の執行状況を確認したい場合は「科研種別」として「文科

省科研費」が選択されている必要があります。一方、厚労科研等の執行状況を確認したい場合は「科

研種別」として「厚労省科研費」が選択されている必要があります。 

現在選択されている「科研種別」の状態は「科研費ＰＲＯ」の画面上部に常に表示されています。 

①「科研種別」＝「文科省科研費」が選択されている時の画面表示 

 

②「科研種別」＝「厚労省科研費」が選択されている時の画面表示 

 

 

６．２．「年度」について 

「科研費ＰＲＯ」では複数年度の課題の管理が可能です。「年度」を変更することによって、最新年

度と過年度それぞれの課題の執行状況を確認することが可能です（科研費ＰＲＯには 2007年度か

らの課題データを登録しています）。 

現在選択されている「年度」の状態は「科研費ＰＲＯ」の画面上部に常に表示されています。 

 

 

６．３．「年度」と「科研種別」の切替 

現在選択されている「年度」「科研種別」を別の内容に切り替えたい場合は、画面上部の「切替」を

クリックして下さい。クリックすると前述「２．２．初めて科研費ＰＲＯにログインした時の操作」の画面に

遷移しますので、適切な「年度」「科研種別」をリストから選択し、「決定」ボタンを押下して下さい。 
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７．帳票の利用について 
 

７．１．帳票出力タブと帳票出力メニュー 

 お使いのパソコンに Excelがインストールされている場合、科研費ＰＲＯの帳票出力機能を利用する

ことが出来ます。 

① 「帳票出力」タブをクリックして、「帳票選択」のリストから適宜選択してください。 

 

 

② 帳票出力メニュー 

補助金と基金の研究種目を対象とした帳票を出力する場合、画面左の帳票出力メニューの「提

出書類作成」を選択して下さい。 

一部基金化された研究種目を対象とした帳票を出力する場合は「提出書類作成（一部基金）」をク

リックして下さい。 

  

 

 

＜補足＞科研費ＰＲＯで帳票（印刷物）を使うための要件＞ 

 科研費ＰＲＯではご自身の課題の執行状況を画面で確認できる他に、収支簿などの帳票（印

刷物）を作成することが可能です。 

 科研費ＰＲＯで帳票の出力操作を行うとＥｘｃｅｌ形式のファイルが作成されます（ただし帳票の作

成・出力操作をしなければ、Ｅｘｃｅｌがインストールされていないパソコンでも科研費ＰＲＯは使用

可能です）。 

 本学は２０１６年４月現在、日本マイクロソフト社と「教育機関向け総合ライセンス契約（EES）」

を締結していますので、立教大学が保有するライセンスを研究者の皆さまにご利用頂けるケー

一部基金向けのメニューをクリックして下さい 

帳票内容が「提出書類作

成（一部基金）」に準じた

ものになります。 
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スがあります。最新の契約内容や、詳細についてはメディアセンターにご確認ください。 

（メディアセンター ヘルプデスク 03-3985-2905 mediacenter@rikkyo.ac.jp） 

 「教育機関向け総合ライセンス契約（EES）」ライセンス概要 

 個人研究費で購入したパソコンを含む、大学所有のパソコンにはＥＥＳに基づいてマイク

ロソフトＯｆｆｉｃｅをインストールする事が可能です。 

 立教大学の勤務員であれば、個人所有のパソコンであっても１ライセンスに限りマイクロ

ソフトＯｆｆｉｃｅをインストールする事が可能です（「勤務員」の範囲はメディアセンターにご確

認ください）。 

ＥＥＳに基づいてマイクロソフトＯｆｆｉｃｅをインストールするための具体的な方法（媒体の入手方法

など）についてもメディアセンターにご確認ください。 

 

７．２．収支簿の参照範囲について 

科研費ＰＲＯの帳票を利用する場合、B-1、E-1、Y-1などの各様式の収支簿を使う頻度が多いと思

われます。科研費ＰＲＯでは、課題の代表者が学内・学外かによって、以下の範囲の収支簿が作成

可能となります。 

① 代表者が本学の研究者である研究課題の場合 

  同じ課題番号の研究代表者と研究分担者（学内）の詳細な執行状況が収支簿に記載されます。 

② 他機関より分担金の配分を受けている研究課題の場合 

  同じ課題番号の分担金配分を受けている研究者が学内に複数名いる場合であっても、ご自身

の執行状況だけが収支簿に記載されます。 

 

７．３．以降では利用頻度が高いと思われる収支簿を例として帳票の出力操作について記載します。 
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７．３．収支簿出力の基本操作（課題を１件選択して収支簿を出力） 

①「帳票出力」タブをクリックした直後の画面

 ＜補足＞「厚労省科研費」の場合 

    「帳票選択」のリストは「収支簿（総括表-縦）」が最初から選択された状態になっています。 

 

 

② 収支簿を印刷したい課題を１件選択して「Excel出力」ボタンを押下する 

課題を１件だけ選択して収支簿を出力する場合、一覧から対象の課題の左端にチェックをつけ、
「Ｅｘｃｅｌ出力」ボタンを押下して下さい。 

 

 

 

③ ダイアログが表示されるので、「ファイルを開く」もしくは「保存」ボタンを押下する。 

 
 

④ 収支簿を参照する 

ダイアログで「ファイルを開く」ボタンを押下した場合、お使いのパソコンにＥｘｃｅｌがインストールされ

ていればＥｘｃｅｌが起動し、収支簿が表示されます（以下は文科省科研費の例）。 

「文科省科研費」の場合、帳票の種類として、「(B-1)収支簿」が最初

に選択されています。他の帳票を使いたい場合はリストの選択内

容を変更して下さい 

対象の課題を１件選んで、左端のチェックをＯＮにします 

チェックをつけた後に「Excel出力」ボタンを押下して下さい 

「帳票選択」のリストの内容は、「文科省科研費」と「厚労

省科研費」の場合で異なります 
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文科省科研費では「課題全体」のシートと研究者毎（代表者、学内の研究分担者）のシートに分か

れて収支簿が作成されます。ご自分の支出明細だけを確認したい場合は該当する研究者名のシート

をクリックして内容をご覧下さい（「課題全体」シートには全ての研究者の支出明細が記載されていま

す）。 

＜補足＞ 

 収支簿の左端の日付は「支払日」となります（「厚労省科研費」でも同様です）。 
 左端の支払日欄が空白の支出明細は、システムに入力後、振込日が未定の場合空欄となりま

す。 

 お使いのパソコン環境によっては、収支簿をＥｘｃｅｌで参照した際に以下の様なメッセージが出る
場合がありますが、「編集を有効にする」の表示を押下して問題ありません。 

 

７．４．複数の課題を選択して収支簿を出力する場合 

課題の一覧において左端のチェックを複数ＯＮの状態にして「Ｅｘｃｅｌ出力」ボタンを押下する事に

より、一度に複数の課題の収支簿を作成する事が可能です。 
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複数課題の場合、収支簿は書庫ファイル（ＺＩＰ形式）として作成されるため、一旦ファイルをダウ

ンロードしてパソコン内に保管し、保管した書庫ファイルからＥｘｃｅｌファイルを取り出す必要があり

ます。 

ＺＩＰ形式の書庫ファイルからＥｘｃｅｌファイルを取りだすためには、専用のソフトウェアのインストー

ルが必要となる場合があります。お使いのパソコンの OSがWindows7以降であれば追加のソフト

ウェアをインストールせずに書庫ファイルからＥｘｃｅｌファイルを取りだす事が可能です。 

① 一覧から複数の課題を選択して「Ｅｘｃｅｌ出力」ボタン押下する 

 

 

② 表示されるダイアログで「保存」ボタンを押下する 

 

 

③ 保存した書庫ファイルをダブルクリックする（Windows7以降の OSをお使いの場合） 

 

 

④ Windows7以降の OSをお使いの場合、ダウンロードした ZIPファイルをダブルクリックすると、以
下のように書庫ファイルの中身が表示されます。中に保管されているＥｘｃｅｌファイルをさらにダブ
ルクリックして下さい。 

 

複数の課題に対して左端のチェックをＯＮにします 

チェックをつけた後に「Excel出力」ボタンを押下して下さい 

先ほど保存した書庫ファイルが表示され

ますので、書庫ファイルをダブルクリック

して下さい。 
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⑤ Ｅｘｃｅｌが起動し、収支簿の参照や印刷が可能となります。 

 

 ※書庫ファイルをダブルクリックしても、その中からＥｘｃｅｌファイルが取り出せない場合 

  ダブルクリックがエラーとなる場合は、ＺＩＰ形式の書庫ファイルからファイルを取りだすためのソ

フトウェアをパソコンにインストールする必要があります。科研費ＰＲＯが推奨しているソフトウェ

アは以下のものです（共にフリーソフトです）。 

＊Windows：Lhaplus （http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se169348.html） 

＊マッキントッシュ：Stuffit Expander2011（http://stuffit-expander.softonic.jp/mac?ab=6） 

    

７．５．一部基金分の課題の収支簿について 

 「帳票出力」タブをクリックし、画面左側に表示される帳票出力メニューの「提出書類作成（一部基

金）」をクリックすると、一部基金分の課題を対象とした帳票を出力することが出来ます。一部基金分

の課題の収支簿（Y-1）については、帳票選択のリストから「(Y-1)収支簿（1ファイル）」もしくは「(Y-1)収

支簿（2ファイル）」のいずれかを選んで出力操作を実行して下さい。 

① 「(Y-1)収支簿（1ファイル）」 

書庫ファイルに格納されている収支簿

の Excelファイルをダブルクリックして下

さい。 
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② 「(Y-1)収支簿（2ファイル）」 

   

 科研費ＰＲＯでは、一部基金分の課題が終了するまで、課題番号＋「（基）」、課題番号＋「（補）」

という 2つの課題番号で基金分、補助金分に分けて管理します。よってこの様な課題では、基金分

と補助金分を別々の収支簿で出力する（＝「(Y-1)収支簿（2ファイル）」を選択）ことも、合算して１つ

の収支簿で出力する（＝「(Y-1)収支簿（1ファイル）」）ことも、いずれも出来る様になっています。 

 目的に応じて Y-1の出力時に指定する「帳票選択」のリストの内容を変更し、収支簿の使い分け

を行って下さい。 

 

以上 
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間接経費および 
研究教育推進資金について 

資料１２ 
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 間接経費・研究教育推進資金について                                                          

 間接経費  

１．間接経費とは 

競争的資金等による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一定比

率で手当することにより、競争的資金等をより効果的・効率的に活用すること、また、間接経費を競争的資

金等を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研

究機関間の競争を促し、研究の質を高めることを目的に措置される経費です。 

 

２．間接経費の使途 

間接経費は、競争的資金等を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上

に活用するために必要となる経費に充当することと定められており、直接経費として充当すべきものは対

象外となっています。また、間接経費の執行は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」を参

考として、被配分機関の長の責任の下で適正に行うこととされています。そのため、本学ではこの趣旨に

則り、研究者個人に間接経費を配分することはせず、総長の責任の下に執行しています。 

 

 研究教育推進資金  

１．研究教育推進資金とは 

研究教育推進資金は、本学院職位職規程に記載される学部・研究科、研究所・研究センター、事務部

局等（以下「組織」）及び組織に所属する教職員が、外部資金導入に伴う間接経費、管理費等を獲得した

場合、その獲得額の 1/2 相当額を当該組織における研究教育を推進することを目的として、当該組織の

予算に、大学予算から配分しています。 

 

２．研究教育推進資金の使途 

研究教育推進資金は、学部管轄予算・研究所等研究運営費を有する組織については当該予算へ、

学部管轄予算・研究所等研究運営費を有しない組織については当該組織の経常予算に繰り入れられま

す。その使途は、当該組織の研究教育活動に資するものとし、運用については、すべての組織に「学部

管轄予算運用原則」が適用されます。 

配分された後の研究教育推進資金の執行・配分方針などについては、各組織の長または、学部事務

室、研究所事務室等にお問い合わせください。 

 

３．配分組織の変更について 

間接経費等を獲得した当該教職員の要請があり、当該教職員が所属する組織の同意があった場合に

限り、配分組織を変更することができます。手続き等の詳細はリサーチセンターにお問い合わせくださ

い。 

 

   

 

 

★☆★ ポイント ★☆★ 
 
！ 本学では「間接経費」を研究者個人または研究者の所属する組織等に配分すること

はしておりません。「間接経費」は大学が年間使用計画書に基づき使用しており、使

用結果は毎年度文部科学省に報告しています。 
 
！ 研究者が外部資金を獲得し間接経費等が措置された場合は、当該研究者の所属学部等

に間接経費等の 1/2 相当額を「研究教育推進資金」として、大学予算からインセン

ティブ配分しています。本資金は、組織内での執行・配分方針を各組織で自由に設定

することができますが、全ての組織において「学部管轄予算運用原則」に則して使用

することになります。 
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