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科学研究費助成事業概要・
各種手続きについて
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科学研究費助成事業
概要・各種手続きについて

1

○ 基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な「学術研究」（研究
者の自由な発想に基づく研究）を支援

○ 人文・社会科学から自然科学までのすべての研究分野が対象
○ 政府全体の競争的資金の5割以上を占める

⇒我が国の研究者全体のボトムアップに寄与
○ ピア・レビュー（専門分野の近い研究者による審査）による公正で

透明性の高い審査・評価システムを構築
○ 研究計画遂行上必要な場合、可能な限り研究費の使途を制限しな

い柔軟性を確保
○ 研究費は研究機関において管理する「機関管理」により、適正な

執行を確保
○ 不正使用・不正行為に対しては、研究費の返還、一定期間の応募

資格停止など厳格に対応

科研費の特徴
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研究種目一覧
＊既に新規募集を行っていない研究種目は記載しておりません。

研究種目 目的・内容
補助金／基金

（令和2年度採択時）
役割担当

特別推進研究
新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であって、格段に優れた研究成果が期待される１人又は比較的少人数の研
究者で行う研究（期間３～５年（真に必要な場合は最長７年）１課題 ２億円以上５億円まで（真に必要な場合は５億円を超える応
募も可能））

補助金 学振

新学術領域研究
（研究領域提案型）多様な研究者グループより提案された、我が国の学術水準の向上・強化につながる新たな研究領域につい
て共同研究や研究人材の育成、設備の共用化等の取組を通じて発展させる

補助金
文科（審査）
学振（交付）

学術変革領域研究

（Ａ）多様な研究者の共創と融合により提案された研究領域において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させるこ
とを先導するとともに、我が国の学術水準の向上・強化や若手研究者の育成につながる研究領域の創成を目指し、共同研究や
設備の共用化等の取組を通じて提案研究領域を発展させる研究（５年間 1研究領域単年度当たり 5,000万円以上３億円まで（真
に必要な場合は３億円を超える応募も可能））
（Ｂ）次代の学術の担い手となる研究者による少数・小規模の研究グループ（３～４グループ程度）が提案する研究領域において、
より挑戦的かつ萌芽的な研究に取り組むことで、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導するとともに、
我が国の学術水準の向上・強化につながる研究領域の創成を目指し、将来の学術変革領域研究（Ａ）への展開などが期待され
る研究（３年間 1研究領域単年度当たり 5,000万円以下）

補助金
文科（審査）
学振（交付）

基盤研究

（Ｓ）１人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究（期間原則５年、１課題５，０００万円以上２億円以下）
（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）１人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究（期間３～５年、応募額によりＡ・Ｂ・Ｃに区分）
（Ａ）２，０００万円以上５，０００万円以下
（Ｂ）５００万円以上２，０００万円以下 （H24～H26新規採択課題は一部基金化）
（Ｃ）５００万円以下（H23新規採択課題から基金化）

（Ｓ）（Ａ）（Ｂ）：補助金
（Ｃ）：基金
※（Ｂ）の特設分野研究は

基金

学振

挑戦的研究
（開拓・萌芽）

１人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛
躍的に発展する潜在性を有する研究
なお、（萌芽）については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究も対象とする
（開拓）３～６年間、５００万円以上２，０００万円以下 （萌芽）２～３年間、５００万円以下

基金 学振

3

研究種目一覧
＊既に新規募集を行っていない研究種目は記載しておりません。

研究種目 目的・内容
補助金／基金

（令和元年度採択時）
役割担当

若手研究

博士の学位取得後８年未満の研究者（※）が一人で行う研究
（※）博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学
位取得後８年未満となる者を含む
（期間２～４年、１課題５００万円以下）

基金 学振

研究活動スタート支援
研究機関に採用されたばかりの研究者や、育児休業等から復帰する研究者等が一人で行う研究
（期間２年以内、単年度当たり１５０万円以下）

基金 学振

奨励研究
教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が１人で行う研究
（期間１年、１課題１０万円以上１００万円以下）

補助金 学振

特別研究促進費 緊急かつ重要な研究 補助金
文科（審査）
学振（交付）

研究成果公開発表 学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成 補助金 学振

国際情報発信強化 学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を行う取組への助成 補助金 学振

学術図書 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成 補助金 学振

データベース 個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするものの助成 補助金 学振

特別研究員奨励費
日本学術振興会の特別研究員（外国人特別研究員を含む）が行う研究（期間３年以内）
※特別研究員－ＣＰＤ（国際競争力強化研究員）は５年以内）

補助金 学振

国際共同研究加速基金

(A)科研費に採択された研究者が半年から１年程度海外の大学や研究機関で行う国際共同研究。基課題の研究計画を格段に
発展させるとともに、国際的に活躍できる、独立した研究者の養成にも資することを目指す（１,２００万円以下）
(B)複数の日本側研究者と海外の研究機関に所属する研究者との国際共同研究。学術研究の発展とともに、国際共同研究の基
盤の構築や更なる強化、国際的に活躍できる研究者の養成も目指す（期間３～６年間、２,０００万円以下）
（帰国発展研究）海外の日本人研究者の帰国後に予定される研究（期間３年以内、５,０００万円以下）

基金 学振
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◎「基金化」の導入（平成23年度～）

年度にとらわれずに研究費の使用ができるよう、平成２３年度から日本学術振興会に基金が
創設されました。基金化した種目では、複数年間の研究期間全体を通じた研究費が確保されて
いるため、研究費の柔軟な執行が可能となりました。

◆研究の進展に合わせた研究費の前倒し使用が可能です。
次年度以降に使用する予定だった研究費を前倒しして請求することにより、研究の進展に合
わせた研究費の使用が可能です（要手続）。（★手続きについては後述★）

◆事前の繰越手続きなく、次年度における研究費の使用が可能です。
研究者は会計年度を気にかけることなく研究を進めることができ、未使用分の研究費につい
ては、事前の繰越手続きなしに次年度以降に使用することができます。

◆年度末の会計処理を意識することなく、研究を進めることが可能です。
会計年度による制約がなくなるため、前年度に発注した物品が翌年度に納品されることになっ
ても構いません。翌年度実施の研究会の参加費を前年度に支払う事も可能です。

◆「補助事業期間延長承認申請」により1年延長が可能（最終年度）
今年度が補助事業最終年度である課題が対象（要手続）。（対象者への案内は１月中旬、申
請書類の学内提出期限は２月上旬予定。）

基金種目の研究費使用について①

5

基金種目の研究費使用について②

★前倒し申請（支払請求）は年２回となります。
（第１回の案内は７月上旬、申請書類の学内提出期限は８月下旬予定。）

6
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◆補助金の繰越し
補助金課題のうち、交付決定時には予想し得なかった繰越要件に合致するやむを得ない事
由により年度内に完了することが困難となった研究課題については、文部科学大臣を通じて
財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部または一部を翌年度に繰越し、使用すること
ができます。
＝＞会計年度独立の原則の例外として財務大臣の承認を必要とするため、基金と異なり、

繰越要件は非常に厳しく、要件全てを満たしていることが必要となります。手続き等も
煩雑となります（リサーチセンターから手続きのご案内はしておりません） 。

◆調整金を利用した補助金の「前倒し使用」・「次年度使用」
補助金の使い勝手を向上させるため設定されており、前倒し使用、次年度使用（繰越制度の
申請期限以降に繰越事由が発生した場合等）が可能ですが、基金種目の同様の制度と比較
して手続き等も煩雑となるため、その活用はお勧めしていません（リサーチセンターから手続
きのご案内はしておりません）。
（注１）研究期間が最終年度の課題については、次年度使用の対象外となります。
（注２）次年度使用において、年度をまたぐ発注・契約・納品等は行うことはできません。

★補助金は単年度会計となりますが、直接経費を使い切る事は必須ではありません。未使用
額を返還してもペナルティーはありません（その後の審査に影響なし）ので、年度末に無理に
使い切ることは避けるようお願いします（研究者における必要な手続きは実績報告書の作成
のみとなり、その他の手続きを行う必要はありません）。

補助金種目の研究費使用について

7

◎直接経費
◆当該研究課題の遂行に直接必要な経費であり、「物品費」「旅費」「人件費・謝金」「その他」に
分けて使用するものです。

◆直接経費は研究代表者に対して交付されますが、研究機関が責任を
もって管理することが求められます。

◆直接経費の執行は各研究機関が定める規程等に従って適切に行わな
ければなりません。本学の経費執行ルールはリサーチセンターより配付
している★「研究費ハンドブック」 ★（右図）にまとめられています
（4月に配付）。

◆直接経費の使用に関する判断や使途については、研究代表者及び
研究分担者が説明責任を負うことになります。

◎間接経費
◆研究の実施に伴う研究機関の「管理等」に必要な経費であり、研究代表者及び研究分担者の
研究環境の改善や、研究機関全体の機能の向上に活用するものです。

◆間接経費は各研究機関の長の責任の下で、受け入れ・使用に関する方針等を作成し、公正・
適正かつ計画的・効率的に使用しなければなりません。

◆間接経費は「直接経費で充当すべきもの」は対象外となります。
◆間接経費の管理は大学事務局が行います。
◆間接経費の管理に関する本学のルールは以下の規程に記載されています（WEB閲覧可）。

・競争的資金に係わる間接経費取扱要領
・立教大学研究教育推進資金規程（★「研究教育推進資金」については後述★）

直接経費と間接経費
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◎直接経費の契約・使用の開始について

※研究種目（補助金分・基金分）、新規・継続の別により異なります。

◆補助金分
＊新規 ★ 内定通知日ではありません ★
大学が交付内定を受領した日（４月１日）。
（特別研究員奨励費は４月２８日）

＊継続
４月１日より

◆基金分
＊新規 ★ 内定通知日ではありません ★
大学が交付内定を受領した日（４月１日）

＊継続
補助事業期間中であれば、年度にとらわれず契約可能。

直接経費の執行①

9

直接経費の執行②

直接経費の各費目の対象となる経費（例示）
※収支管理を４つの費目ごとに行います。
※科研費における研究課題の遂行に必要な経費に限定されます。
※本学の執行ルールをまとめた「研究費ハンドブック」に詳細な説明が記載されています。

・物品費 物品を購入するための経費。本学のルールにおいて、購入不可としている物品があ
りますのでご注意ください（「研究費ハンドブック」をご確認ください）。
★物品購入における受付・所管は、「発注・検収センター」になります。
★用品（５万円以上）、機器備品（３０万以上）は大学に寄贈する必要があります。
★消耗品（５万円未満）において換金性の高い物品の管理が強化されています。

・旅費 研究代表者、研究分担者及び研究協力者の海外・国内出張（資料収集、各種調査、
研究の打合せ、研究の成果発表等）のための経費（交通費、宿泊費、雑費）。
（ただし、外国人特別研究員に対して日当を支払うことはできない。）
★出張は「出張申請書」（学内）、「旅費支払依頼書」（学外）による事前申請（原則）。
★本学では旅費は実費精算となります。

・人件費・謝金 ・ＰＤ・アルバイト・ＲＡ等の賃金。
★ＰＤ・アルバイト・ＲＡ等の雇用に際しては、事前に申請書を提出してください。
★出勤簿の「事由・業務内容欄」は毎回記入し、業務内容は申請書の記載内容を
もとに、科研課題であることが分かるよう明記してください。

・研究協力者に係る謝金。
★執行にあたっては事前相談が必要となります。

・その他 上記のほか当該研究を遂行するための経費
★印刷費・製本費の受付・所管は「発注・検収センター」になります。
★役務については内容・成果物の有無によって受付・所管が「リサーチセンター」または「発注・
検収センター」いずれかとなりますのでご注意ください（「研究費ハンドブック」をご確認ください）。
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◎使用の制限
以下の費用は直接経費で使用できません。

①建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる
軽微な据付等のための経費を除く。）

②補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費
③研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金
④その他、間接経費を使用することが適切な経費

◎合算使用の制限
直接経費と他の経費（私費含む）を合算して使用することは原則認めておりません。

★例外として容認される例（研究費ハンドブック（６９頁）参照）
・補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて１回の出張を行う場合に、直接経費と
他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合。
・直接経費の最終執行時における直接経費と私費の合算使用
（人件費及び用品、機器備品、単価５万円以上の書籍を除く）。

・各種ポイント、マイレージとの合算使用。

◎使用内訳の変更
各費目の額について、直接経費の総額（※）の５０％（ただし、直接経費の総額（※）の
５０％の額が３００万円以下の場合は、３００万円）を超える額の変更を行う場合には、
事前に「直接経費の使用内訳の変更」の手続きを行う必要があります。
※補助金分：毎年度の交付決定額
※基金分：複数年にわたる研究期間全体の交付決定額

直接経費の執行③

11

研究成果の公開

○ 国立情報学研究所の科学研究費助成事業データベース（ＫＡＫＥＮ）

を通じて広く国民に公開する研究成果報告書等を作成・提出すること。

＝＞研究期間の終了後、「研究成果報告書」の提出が義務付けられています。

★学振への提出期限は（例年）６月末。学内提出期限は５月下旬（予定）。

（ご協力をよろしくお願いいたします。）

★未提出の場合、交付決定の取消し及び返還命令等の措置が行われる場合が

あります。

○ 論文発表などの際、科研費により得た研究成果であることを表示

（謝辞（Acknowledgment）の中で述べる等）すること。

科研費は、研究成果を社会へ普及する活動に要する費用を直接経費から支出

することができます。（研究活動の一環として行う研究成果の普及活動を支援）

科研費の研究成果の公開に関して

研究者に求めていること
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○ 科研費により得た研究成果を発表する場合は、科研費により助成を受けた
ことを必ず表示してください。

○ 謝辞(Acknowledgment)に、科研費により助成を
受けた旨を記載する場合には、
「JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」
を必ず含めてください。

○ 謝辞(Acknowledgment)の記載例は次のとおりです。

・ 論文に関する科研費が一つの場合（課題番号｢12345678｣）
【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP12345678.

【和文】：本研究はJSPS科研費 JP12345678の助成を受けたものです。

・ 論文に関する科研費が複数（三つ）の場合
（課題番号｢23456789｣,｢34567890｣,｢45678901｣）

【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP23456789, JP34567890, JP45678901.

【和文】：本研究はJSPS科研費 JP23456789, JP34567890, JP45678901 の助成を受けたものです。

謝辞 （ Acknowledgment ）について

この記載方法を
必ず守ってください。

13

応募から研究成果報告書提出までの流れ①

14
9



応募から研究成果報告書提出までの流れ②

15

下記の際は、手続きが必要となります。
必ず、事前にリサーチセンターにご相談ください。

○研究代表者の所属研究機関変更
○直接経費の使用内訳変更
○補助事業廃止
○補助事業者（研究分担者）の変更
（追加・削除・所属研究機関の変更）

○研究中断、研究期間・補助事業期間の延長
（育児休業等、海外における研究滞在等）

○前倒し支払請求（基金分）
○補助事業期間の延長（基金分）

交付申請後の主な各種手続き

16
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研究費の不正使用、研究活動
における不正行為について

資料２

11



12



 

  

 

 

 

＜主な不正使用・不適切な使用について＞ 

預 け 金：架空の取引により大学に代金を支払わせ、取引業者に管理させること。 

カ ラ 出 張：実態の伴わない出張旅費を大学に支払わせること。 

カ ラ 謝 金：実態の伴わない作業謝金を大学に支払わせること。 

目的外使用：研究目的で購入したものを、研究以外の他の用途に使用すること。 

期 ず れ：物品納入の年度と会計処理を、故意の有無に関わらずずらすこと。 

 

＜不正使用・受給の事例および主な類型＞ 

１． 物品費に関わる不正 

・ 業者に取引実態と異なる虚偽の書類を作成させ研究費等を支払い、支払った代金を業者に

預け金として管理させ、動物実験施設の改修工事費用に充当していた。 

・ 研究費が余ったため、実際には翌年度 4 月以降の納入予定物品を、業者に年度内納入済み

として書類を作成させ、未納入物品の代金を先払いした。 

・ 研究費が足りなくなったため、当該年度に納品された物品の納品書の日付を空欄にするよう

業者に指示し、新年度以降の予算で支払った。 

２．旅費に関わる不正 

・ エコノミークラスの格安航空券を購入したにも関わらず、業者に正規運賃の見積書及び請求

書の作成を依頼して外国旅費を水増し請求し、大学院生等の国内学会の旅費に流用した。 

・ 研究目的以外の用務や私的な用務（ゼミ旅行、帰省等）にも関わらず、旅費を請求して受領し

た。 

・ 出張を変更・取りやめたにも関わらず、そのことを届け出ずに、旅費を不正に受領した。 

・ 他の機関から旅費の支給を受けたにも関わらず、大学に同じ出張の旅費を請求し、二重に旅

費を受領した。 

  

研究費の不正使用に関して 
故意はもちろん、知らずに不正使用をしてしまうことがないよう、研究費不正 
使用に対する知識を身につけてくださいますようお願いいたします。 

13



３．人件費・謝金に関わる不正 

・ 実態を伴わない謝金の請求を行い、支出された謝金を、別に実施した研究協力業務の謝金

に充てていた。 

・ 実態を伴わない謝金の請求を行い、支出された謝金を､研究室の運営経費に充てるためプー

ルしていた。 

４． 不正受給 

・ 応募・受給資格のない研究者が補助金の応募・交付申請を行い、不正に補助金を受給してい

た。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆還流行為について◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

アルバイト等に対し、作業実態に基づき適正に支給された給与および謝金であってもその全部

または一部を回収する還流行為（強制的徴収）は、本人承諾の有無に関わらず社会的に不適

切な行為とみなされます。 

 

 

 

＜本学で実際に起きた事例＞ 

ケース１ （預け金／ハイテク・リサーチ・センター整備事業） 

＜不正使用の概要＞ 

・2011年7月の報道関係の取材で明らかになった。 

・元理学部准教授（2012年3月に退職）は文科省の「ハイテク・リサーチ・センター整備事業」に研究者 

の一人として参加しており、事業の最終年度の2005年度に研究費の配分を受けていたが、当該元

教員は、そのうち500,000円について、2005年度末に業者に架空の請求書の作成を依頼、実際には

納品が無いにもかかわらず、納品されたとして請求書に基づき業者に代金を支払い、その資金を業

者に預け、翌年度になって学内経費と「預け金」を合算し、研究用の機器備品を購入していた。 

（2013年4月ホームページにて公表） 

 

 

ケース２ （預け金／厚生労働科学研究費補助金） 

＜不正使用の概要＞ 

・2012年5月の会計検査院の実地検査において明らかになった。 

・元コミュニティ福祉学部教授（2010年3月に退職）は業者に架空の請求書の作成を依頼、2006年度と 

2007年度の2ヵ年に渡り年度末に実際には納品が無いにもかかわらず納品されたとして請求書に基 

づき業者に代金4,654,520円を支払い、その資金を業者に預け、翌年度請求書の内容とは別のもの 

を納品させていた。 

・実際に納品されたものはトナーやソフトウェア、パソコン等であり、当該元教員は研究に使用したとし 

ていたが、一部私的流用の可能性が疑われるものもあった。 

（2013年4月ホームページにて公表） 
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ケース３ （預け金／厚生労働科学研究費補助金（分担金）） 

＜不正使用の概要＞ 

・2012年5月の会計検査院の実地検査において明らかになった。 

・元コミュニティ福祉学部教授（2010年3月に退職）は研究分担者として事業に参加しており、研究費 

2,000,000円の配分を受けていた。 

・このうち401,090円についてケース2と同様に「預け金」を行っていた。 

（2013年4月ホームページにて公表） 

 

 

 

ケース４ （カラ謝金／科学研究費助成事業・立教 SFR） 

＜不正使用の概要＞ 

・2018年12月、理学部の通報をきっかけにして明らかになった。 

・理学部教授は、大学院学生に勤務実態が無いにもかかわらず出勤簿の入力を指示し、人事課にそ 

の出勤簿を提出し、被雇用者に謝金を振り込ませていた。また、その経費について、他の用途に回 

すよう指示するなど、還流行為を行っていた。 

・実際には、未着任のPDや学部学生の旅費、研究員の給与に充当していた。 

（2019年7月ホームページにて氏名とともに公表） 

 

 

 

ケース５ （旅費の虚偽請求／科学研究費助成事業・戦略的創造研究推進事業・立教 SFR） 

＜不正使用の概要＞ 

・2018年12月、理学部の通報をきっかけにして明らかになった。 

・理学部教授は、PD、大学院学生に虚偽の出張申請をさせ、入手した乗車券を申請者とは別の者に 

渡し出張させていた。 

・実際には、研究費では出張が原則認められていない学部学生や、自分の息子を出張させていた。 

（2019年7月ホームページにて氏名とともに公表） 
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＜補助金の返還＞ 

・「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受け、補助金を返還することになり

ます。 

 

＜競争的資金の応募資格停止措置等＞ 

・下表のとおり、応募資格が制限されます。 

応募制限の対象者 不正使用の程度と応募制限期間 

不正使用を行った研究者と共謀者 

私的流用の場合、１０年 

私的流用以外で 

①：社会への影響が大きく、行為の悪質性も高い場合、5年 

②：①及び③以外の場合、2～4年 

③：社会への影響が小さく、行為の悪質性も低い場合、1年 

不正受給を行った研究者と共謀者 5年 

善管注意義務違反を行った研究者 
不正使用を行った者の応募制限期間の半分(上限２年、下

限１年、端数切り捨て) 

＜刑事罰の可能性＞ 

・内容が悪質な場合、刑事罰（詐欺罪等）が科せられる可能性があります。 

 

＜大学における内部処分＞ 

・本学における関連規程：「立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程」､「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」､「立教学院立教大学就業規則」､「学校法人立教学院

人事委員会規程」等により、譴責、減給、出勤停止、降格・降級、諭旨解雇、懲戒解雇の処分の対

象になります。 

  

不正使用による罰則 
研究費の不正使用が行われた場合、その内容に応じ研究費の返還命令、一定期間
の研究費への応募資格停止措置、刑事罰などが科せられることがあるほか、学内
処分の対象になります。 
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不正の発覚のきっかけは、その多くが通報によるものだと言われています。本学で、直近で起きてい

る不正使用も、その発覚のきっかけは通報によるものでした。いくら、巧妙な方法を考えても、いつでも、

どこかで、誰かが見ています。 

 

もし、先に紹介した事例等と同様のケースがあった、似た事例が起きそうだ、何らかの指示を受けたとい

う場合には、すぐに相談窓口に情報を提供してください。 

 

＜立教大学研究活動行動規範に関する相談・通報窓口＞ 

https://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/research_code/soudan_madoguti/                                     

 

不正使用を起こさないために 
不正はいつか発覚します。不正使用を「しない」「させない」。もし、そのような
ことを見かけた、あるいは指示された時には、すぐに相談・通報窓口へ！ 
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立教大学における
公的研究費の管理・運営

について

資料３
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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．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③）

２．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②）

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。

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。

■APRIN eラーニングプログラム受講

APRINの提供するeラーニングプログラムを導入しています。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。

■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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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/

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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2021 年 3 月 11 日策定 

 

 

「立教大学公的資金不正防止計画」の策定 

 

 以下のとおり制定する。 

 

 

＜方針＞ 

立教大学は，「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和 3 年 2

月 1 日文部科学大臣決定)を踏まえ，公的資金の不正使用を防止するため「不正防止計画」を策定し，

同計画を効果的に実施することにより，公的資金の適正かつ効率的な運営及び監査体制に万全を期

していきます。 

今後，本学の現状を踏まえ，以下のとおり不正防止計画を実施していきます。 

 

１．公的資金の適正な運営・管理について 

本学では，これまで公的研究費を対象として適正な運営・管理体制の整備，構築に努めてきました

が，今後は公的研究費に留まらず，府省等からの公的資金全般についてルールの統一化を図り，適

正な運営・管理体制の整備，構築を進めていきます。 

 

２．物品の発注・納品・検収体制について 

昨今発生している公的研究費の不正使用の事例は，物品の購入に係るものが大半を占めています。

本学は 2007 年 11 月に池袋・新座の両キャンパスに「発注・検収センター」を設置し，物品および

印刷物の納品確認を行って参りましたが，今後も物品および印刷物のみならず，特殊な役務契約等

についても発注・検収を実施し，体制の整備および強化を進めていきます。 

 

３．謝金・人件費，旅費に係る勤務状況の管理について 

現在，公的研究費で雇用している者の勤務状況管理を正確に管理するため，出勤管理システムを導

入し管理体制の整備を進めていきます。また，旅費等の管理体制については，既に導入済みの実費

支給制度を継続実施し，必要に応じて見直しを加えながら適正な運用を行っていきます。 

 

４．ルールの周知，関係者の意識向上に向けて 

昨今発生している公的研究費の不正使用の大半は研究者，事務職員のルールの理解不足が原因とし

て挙げられます。今後，研究者，事務職員ともにルールの理解をいっそう深めていくよう，コンプ

ライアンス教育・啓発活動に取り組んでいきます。 

 

５．その他 

上記の他，随時，必要に応じて不正防止の方策を検討・実施し，継続的に不正防止計画の見直しを

行っていきます。 

 

以上 
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問題点 不正発生要因 不正防止計画 関連部局

研究者が発注権限のな
い発注を行う

「立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程」「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」に基づき、発注・検
収センターによる発注・検収を実施する。

例外処理が常態化する 「研究費ハンドブック」「発注・検収センター利用手引」を毎年度更
新し、全教員や関連部局事務担当者に配布。基本的なルールについて
の認識を徹底させる。

稟議手続のルールの理
解度が低い

稟議手続について、財務部のホームページで稟議書の記入方法、契約
の流れ等について掲載し理解度を高める。

稟議の決裁のフローが
明確になっていない

役務契約に関する決裁者について、大学での決定を財務部のホーム
ページに掲載し、周知を図る。

「単価5万円以上の物品及び印刷物の発注は当該年度の1月末までに実
施する」という運用を厳格化し、「1発注額または単価が5万円以上の
物品等の発注は、当該年度の2月以降は原則不可」とする。

当該年度2月以降に「1発注額または単価が5万円以上の物品等」を発注
せざるを得ない場合は、所定の様式に①発注が2月以降になる合理的理
由②品名等③金額を記載・申請し、コンプライアンス推進責任者の承
認を得た上で発注・検収センターへ依頼する。

公的資金の計画的な執行を促すため10月頃に執行スケジュールに関す
る注意喚起を行い、さらに12月～1月にかけての年度末執行スケジュー
ル案内の際にも注意喚起をメール配信により実施する。

研究者による、発注・
検収センターへの検収
依頼の遅延

書籍、実験材料及び印刷物等の納品先を、原則発注・検収センターと
する。

研究者による納品書・
請求書等の紛失

書籍、実験材料及び印刷物等の納品書・請求書の送付先を、原則発
注・検収センターとする。

研究費採択期間前の発
注・納入

研究者の意識の欠落お
よび、自己正当化

e-learning等による倫理教育の徹底と、不正使用を行わない旨の「誓
約書」の提出を義務付ける。

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

研究費等外部資金の混
同（合算）使用

競争的資金等が集中し
ている部局・研究室が
ある

「研究費ハンドブック」や「発注・検収センター利用手引」を毎年度
更新し、説明会、キックオフミーティングにおいて、事務処理及び決
裁手続きについて説明し、研究費等の合算・混同使用禁止のルールに
ついての認識を徹底させる。

経理課

人事課

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

取引に対するチェック
の不足

事務部門の取引記録や
業者の選定・情報の管
理が不十分

研究者による「書籍または実験材料等の消耗品」の業者への直接発注
は当該年度2月中旬を目処に一時停止し、単年度会計の原則の徹底を図
る。

発注・検収センター

データベース・プログ
ラム・コンテンツ作
成、機器の保守・点検
等、特殊な役務契約に
対する検収が不十分

役務契約に関する検収
体制の未整備

特殊な役務契約に関する発注・検収に関する体制を整備し、発注・検
収を実施する。
事後抽出により、これらの知識を有するコンプライアンス推進責任者
等により、発注・検収センター以外の検収を実施し、その結果を不正
防止計画推進本部会議に報告する。

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

公的資金を財源に取得した物品等の棚卸し業務を実施する。

取得価格5万円以上の物品の用品または備品登録を実施する。

事後抽出による現物確
認の不徹底

公的資金を財源に取得した物品等に公的資金で購入したことを明示す
るラベルの貼付を行う。

業者との癒着 一定の取引実績のある業者に、監査等への協力要請及び不正に関与し
ない旨の「誓約書」の提出を求める。

被雇用者による紙ベー
スの出勤簿管理、勤務
実態を裏付ける客観的
資料の確認が不十分

出勤簿管理システムを使い、入力にはID／パスワードを必要とし、本
人以外の代理入力が出来ないような環境を作る。人事課にて勤怠管理
をチェックする。

第三者による勤務状況
の確認が不十分

年数回、不定期に就業場所へ立ち入る等勤務状況の確認を行う。

雇用者（研究者）から
の被雇用者に対する圧
力

雇用者（研究者）に、不正を行わない旨の「誓約書」を提出させる。
被雇用者に、不正に関する注意事項、研究活動行動規範に関する相
談・通報受付窓口等を説明した上で、「誓約書」を提出させる。

出張用務の確認が不十
分

用務遂行確認体制の未
整備

証憑書類に基づく実費支給および、出張後に「出張報告書」を提出さ
せる。

人事課

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

研究不正に関する通
報・相談先が分からな
い

通報・相談窓口の周知
が不十分

ホームページ、「研究費ハンドブック」等で、通報・相談窓口を周知
する。

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

※「1発注額が5万円以上」については、具体的には以下の通り。

　①発注・検収センターを通じて発注を行う際の金額が、5万円以上のもの。

　　（例：業者Aに昨日45,000円、本日45,000円を発注し、合計90,000円の請求書が発行されても該当しない）

2021年度　立教大学公的資金不正防止計画

予算執行のルールと実
態が乖離している

経理課

人事課

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

決裁手続が複雑で責任
の所在が不明確

経理課

人事課

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

　③研究者直接発注は、原則5万円未満なので、該当しない（一部の例外を除く）。

予算執行の特定の時期
への偏り

年度末に支払が集中す
る

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

業者に対する未払い問
題が発生する

発注・検収センター

検収業務やモニタリン
グ等の形骸化

受領印による確認の
み、事後抽出による現
物確認の不徹底

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

業者による「持ち帰
り」や納品物品の「反
復使用」

発注・検収センター

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

非常勤雇用者の勤務状
況等の雇用管理が研究
者任せ

人事課

リサーチ・イニシアティ

ブセンター

　②発注・検収センターを通じて何回かに分けて発注を行い、合算で請求されたが、それが5万円以上でも、1回の発注額
　　が5万円未満であれば該当しない。
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 立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程 

 
施行    2014年 5月 8日 

 

（目的） 

第 １ 条 この規程は，立教大学（立教学院本部を含む。以下「本学」という。）が，府省等の公的機関か

ら本学に交付される競争的資金を中心とした研究費（以下「公的研究費」という。）の使用及び管理を適

正に行うことを目的として定めるものである。 

（教職員等の責務） 

第 ２ 条 教職員等は，学術研究が社会から負託された公共的かつ公益的な知的生産活動であることを念頭

に置き，かつ公的研究費の使用及び管理に関して説明責任を有することを踏まえつつ，この規程を遵守す

るとともに，各々の公的研究費の使用及び管理に当たり定められた規則及び本学が定める研究費支出基準，

旅費規程等に則り, 公正かつ効率的な使用に努めなければならない。 

（管理責任者） 

第 ３ 条 公的研究費の使用及び管理に関する管理責任者を，次のとおり定める。 

(1) 総長は，本学全体を統括し，公的研究費の使用及び管理について最終責任を負う最高管理責任者とな

る。 

(2) 指名する副総長又は総長室長は，最高管理責任者を補佐し，公的研究費の使用及び管理について本学

全体を統括する実質的な責任と権限を持つ統括管理責任者となる。 

(3) 各学部，研究科，研究所等の長及び各事務部局の長は，各部局における公的研究費の使用及び管理に

ついて実質的な責任と権限を持つコンプライアンス推進責任者となる。 

２ 最高管理責任者は，自らの職名に加え，統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者の職名を公開

するものとする。 

（最高管理責任者の役割） 

第 ４ 条 最高管理責任者は，この規程及び関連する規則等を周知するとともに，公的研究費の使用及び管

理を適正に行うために必要な措置を講じる。また，統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責

任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう，適切な指導及び必要な予算・人員配置を行う。 

（統括管理責任者の役割） 

第 ５ 条 統括管理責任者は，組織横断的な体制を統括する責任者として，この規程に基づき，本学全体の

具体的な不正防止対策を策定・実施し，実施状況を確認するとともに，最高管理責任者に定期的に報告す

る。 

（コンプライアンス推進責任者の役割） 

第 ６ 条 コンプライアンス推進責任者は，統括管理責任者の指示の下，次の役割を担う。 

(1) 部局において不正防止対策を実施し，実施状況を確認するとともに，統括管理責任者に定期的に報告

する。 

(2) 不正防止を図るため，部局内の公的研究費の使用・管理に関わる全ての構成員に対し，コンプライア

ンス教育を実施し，受講状況の管理監督及び理解度の把握を行う。 

(3) 部局の構成員が，適切に公的研究費の使用・管理を行っているか等をモニタリングし，必要に応じて

改善を指導する。 

２ コンプライアンス推進責任者は，前項の役割の実効性を確保するため，部局内の管理監督範囲を区分し，

それぞれに副責任者を任命して，区分ごとの日常的な管理監督を行わせ，その状況を定期的に報告させる

ことができる。 

（不正防止計画推進本部） 

第 ７ 条 本学全体の観点から不正を発生させる要因に対応する不正防止計画を策定・推進する部署として，

不正防止計画推進本部を置く。 

２ 不正防止計画推進本部の責任者は，統括管理責任者をもって充てる。 

３ 不正防止計画本部の構成は別に定める。 

４ 各部局は，不正防止計画推進本部と協力しつつ，主体的に不正防止計画を実施する。 

（事務処理及び決裁手続き） 
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第 ８ 条 本学は，公的研究費の使用・管理等の事務処理及び決裁手続きを厳密に定め，全ての教職員等に

周知して，明確かつ統一的な運用を行うものとする。 

２ 前項における権限と責任は，学校法人立教学院職位職制規程及び学校法人立教学院事務部局職務権限規

程による。 

（発注・検収の実施） 

第 ９ 条 本学に，発注・検収センターを置く。 

２ 教職員等は，公的研究費による物品（機器備品，用品，消耗品及び書籍）及び印刷物の調達を行う場合，

発注・検収センターにその調達を依頼し，同センターによる検収を受けるものとする。 

３ 発注・検収センターは，前項に定める物品及び印刷物の発注・検収に関するシステムを構築し，実質的

な運営を行い，その運営方法等を教職員等に対して「発注・検収センター利用手引」等において周知する。 

（ルールに関する窓口) 

第１０条 不正の事前防止を目的として，公的研究費の使用に関するルール等について，学内外からの相談

を受け付ける窓口を，リサーチ・イニシアティブセンターに設置する。 

２ 相談窓口の責任者は，リサーチ・イニシアティブセンター長をもって充てる。 

（コンプライアンス教育） 

第１１条 公的研究費の申請，使用及び管理に関わる教職員等は，不正防止対策の一環として本学が実施す

るコンプライアンス教育を受け，次の事項を含む誓約書を，最高管理責任者に提出しなければならない。 

(1) 本学の規則等を遵守すること。 

(2) 不正を行わないこと。 

(3) 規則等に違反して，不正を行った場合は，本学や公的研究費の配分機関による処分及び法的な責任を

負担すること。 

（内部監査） 

第１２条 公的研究費の適正な使用を確保するため， 別に定める学校法人立教学院内部監査規程に基づき内

部監査を実施する。 

（不正行為についての相談・通報窓口） 

第１３条 公的研究費の使用及び管理に関する不正行為についての相談・通報は，立教大学研究活動行動規

範マネジメント委員会（以下「マネジメント委員会」という。）の相談・通報窓口が受け付ける。 

２ 前項の相談・通報の処理等については, 別に定める立教大学研究活動行動規範マネジメント委員会規程

及び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による。 

（不正に係る措置） 

第１４条 公的研究費の使用及び管理の不正が発覚又は疑いが生じた場合，統括管理責任者，コンプライア

ンス推進責任者，内部監査室長又はマネジメント委員会委員長は, 遅滞・遺漏無く最高管理責任者に報告

しなければならない。 

２ 最高管理責任者が，前項の報告を受けた場合，別に定める立教大学研究活動における不正行為への対応

に関する規程に基づき措置を行う。 

３ 管理責任者の役割が十分果たされず，結果的に不正を招いた場合には，当該管理責任者も前項の措置を

受けるものとする。 

（不正による公的研究費の返還） 

第１５条 教職員等による公的研究費の不正な使用及び管理により公的研究費を返還する必要が生じた場合

は，当該教職員等がその返還金全額を負担することを原則とする。 

（業者等への対応） 

第１６条 統括管理責任者は，業者等にこの規程を含む学内規則等を説明し，これを遵守させるとともに，

本学が定める基準に該当する業者等に対しては，公的研究費の適正な使用と管理について，次の事項を含

む誓約書を提出させる。 

(1) 本学の規則等を遵守し，不正に関与しないこと。 

(2) 内部監査その他調査等において，取引帳簿の閲覧，提出等の要請に協力すること。 

(3) 不正が認められた場合は，取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと。 

(4) 構成員から不正な行為の依頼等があった場合には，マネジメント委員会の相談・通報窓口へ通報する

こと。 
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２ 最高管理責任者は，公的研究費に関して不正な使用，管理及び取引に関与した業者があるとき，別に定

める立教大学公的研究費利用による不正取引に対する措置基準に従い，必要な措置を行う。 

（規程の準用） 

第１７条 本学が，府省等の公的機関から交付される研究費以外の資金を使用及び管理する際にも，この規

程を準用する。 

（規程の改廃） 

第１８条 この規程の改廃は，部長会の議を経て，総長が行う。 

  

附 則 

１ この規程は，2014 年５月８日から施行する。 

２ 立教大学公的研究費の使用・管理のガイドライン（2007年11月１日施行）は，廃止する。 
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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 

 
施行  2013年11月７日 

改正  2014年５月８日 

2015年４月１日 

2017年５月18日 

2020年11月12日  

 

(目的) 

第 １ 条 この規程は，立教大学研究活動行動規範マネジメント委員会規程」第３条第２項に基づき，立教

大学（以下「本学」という。）の研究活動における不正行為（以下「不正行為」という。）への対応に関

し必要な事項を定める。 

(定義) 

第 ２ 条 この規程において，「不正行為」とは，本学の教職員，学生及び本学の施設・設備・研究費等を

利用する者並びにこれらを支援する者による行為のうち，次の各号に掲げるものをいう。 

(1) 研究費の不正使用 法令，本学の規程等に反した不適正な研究費の受給，管理及び執行 

(2) 捏造 存在しないデータ，研究結果等を作成する行為 

(3) 改ざん 研究資料，研究機器及び研究過程を変更する操作を行うことにより，データ，研究結果等を

真正ではないものに加工する行為 

(4) 盗用 他の研究者のアイディア，試料，分析・解析方法，研究結果，論文又は用語の使用に関し，当

該研究者の承諾又は適切な表示を行うことなく流用する行為 

(5) その他 研究成果の重複発表，不適切なオーサーシップ等 

(6) 前５号の行為の証拠隠滅又は立証妨害 

２ この規程において「機関」とは，省庁又は省庁の所管する独立行政法人から配分される公募型の研究資

金等の配分を受ける全ての機関をいう。 

３ この規程において「配分機関」とは，前号に定める機関に対して，公募型の研究資金等を配分する機関

をいう。 

(管理及び運営体制) 

第 ３ 条 総長は，この規程に定める不正行為があった場合の調査等，不正行為への対応に関して統括する。 

２ 総長は，不正行為への対応に関する管理・運営を, 立教大学研究活動行動規範マネジメント委員会（以

下「マネジメント委員会」という。）に担当させる。 

(相談・通報窓口) 

第 ４ 条 不正行為の未然防止及び不正があった場合に適切な措置を行うこと等を目的とし，不正行為に関

する相談・通報を受け付ける窓口をマネジメント委員会に設置する。 

２ マネジメント委員会委員長は，相談・通報の内容により，相談・通報者と面談を行う。 

３ マネジメント委員会委員長は，相談・通報の内容を速やかに総長に報告する。 

(相談・通報の取扱) 

第 ５ 条 不正行為に当たるかの解釈等対応について助力・助言を求めるものを相談として扱い，不正行為

の事実について告発するものを通報として扱う。 

２ 通報は,顕名であり，不正行為を行った者,不正行為の内容及び不正行為と判断する合理的根拠を明示し

ているものを受け付ける。 

３ 通報があった場合は,相談・通報窓口が受領したことを通報者に通知する。 

４ 匿名の通報があった場合は,その内容により,顕名のものに準じて取扱うことができる。 

(予備調査) 

第 ６ 条 マネジメント委員会は，相談・通報の内容に関する調査又は相談・通報によらずに顕在化した不

正行為の疑義案件の調査を行うに当たり，予備調査を行う。 

２ マネジメント委員会は，同委員会委員から選出した若干名の者（以下「予備調査委員」という。）に予

備調査を命じることができる。なお,予備調査委員を選出する場合は，選出者の内１名を予備調査を統括す

る者として充てる。 

３ 当該案件に関係する者は,予備調査案件の処理に関与することができない。 
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４ 予備調査は，当該案件の内容について疑義の合理性，研究活動の公表から通報までの期間がデータや資

料等の合理的な保存期間に照らして事後検証が可能であるか等の通報の合理性，調査可能性等の調査を迅

速に行い，次条第１項に定めるマネジメント委員会の判断に支障のないよう留意する。 

５ 予備調査の実施に当たっては，相談・通報者及び調査対象者の秘密を守るため，当該者が特定されない

よう，調査の方法に十分配慮しなければならない。 

６ 相談の内容について，予備調査の結果，相当の理由があると認めた場合は，通報の意思があるか確認す

る。 

７ 予備調査の上で必要がある場合は，マネジメント委員会の承諾を得た上で，マネジメント委員会以外の

者に意見を聞くことができる。 

８ 予備調査委員は，当該事項の予備調査が終了した時にその任を解く。 

９ 予備調査を統括する者は，予備調査の結果をマネジメント委員会に報告する。 

(調査実施の要否決定) 

第 ７ 条 マネジメント委員会は，予備調査結果の報告を受け，調査実施の可否を，相談・通報の受付又は

疑義案件が顕在化した日から30日以内に判断するとともに，配分機関に報告する。 

２ 通報の意思がない相談の予備調査結果において，相当の理由があり調査の必要があると判断できる場合

は，その調査実施の可否を判断する。 

３ マネジメント委員会委員長は，予備調査の結果及び調査実施の可否を総長に報告する。 

(予備調査結果の通知と報告) 

第 ８ 条 総長は，予備調査の結果及び調査実施可否の報告をもって，調査を行わないと決定した場合は，

相談・通報者に対し，予備調査の結果及び調査を行わないことを通知するものとする。 

２ 総長は，予備調査の結果,調査を行うべきと決定した場合は,調査対象者及び相談・通報者に調査実施の

決定を通知する。調査対象者が本学以外に所属している場合は，その所属機関にも通知し，調査実施の体

制について協議する。 

３ 総長は，調査の実施を決定した場合，速やかに文部科学省へその旨を報告し，指示ある場合はそれに従

わなければならない。  

４ 調査案件が学外の配分機関に関連する場合は，配分機関を所管する省庁の指示，当該研究資金等の規則

等に従い，調査を開始したこと，調査方針，調査対象，調査方法等を，速やかに配分機関及びその配分機

関を所管する省庁へ報告し，協議しなければならない。 

（予備調査に関する異議申立て） 

第 ９ 条 相談・通報者は，前条第１項の通知に対し，正当な理由がある場合，１回に限り，異議を申し立

てて，調査実施の可否について再検討を求めることができる。 

２ 異議申立てにおいては，相談・通報者本人が，通知を受けてから２週間以内に、別に定める異議申立書

を総長に提出しなければならない。 

（調査実施可否の再検討） 

第１０条 総長は，マネジメント委員会に異議申立てが妥当であるか審査させる。マネジメント委員会は，

異議申立てが妥当であると判断した場合は，調査実施の可否について再検討を行う。 

２ 前項において，マネジメント委員会は，再度予備調査を行うことができる。 

３ 前項の予備調査は，第６条，第７条及び第８条に定める手続きを準用する。マネジメント委員会は，必

要に応じて予備調査委員の交代，追加又は除外を行う。 

（調査委員会の設置） 

第１１条 マネジメント委員会は，調査の実施が決定した日から，原則として30日以内にマネジメント委員

会内に調査委員会を設置し，調査を開始する。 

２ 調査委員会は，当該の調査案件と直接の利害関係のない者でなければならない。 

３ 調査委員会は,マネジメント委員会が選出するマネジメント委員会委員及び外部有識者をもって４名以

上で構成し,外部有識者を半数以上含まなければならない。 

４ 前項において，マネジメント委員会委員長は，調査案件に係る専門的な事項に関して，調査委員会の活

動を補佐する専門委員を委嘱し，調査委員会に参加させることができる。 

５ 調査委員会に，調査を統括する調査委員会委員長を置く。委員長は，調査委員の中からマネジメント委

員会が指名する。 

６ マネジメント委員会委員長は,調査委員会の設置と委員について,総長に報告する。 

７ 総長は，調査委員の氏名及び所属を調査対象者，相談・通報者に通知する。 

８ 前項の通知に対し，調査対象者及び相談・通報者は， 正当な理由がある場合，異議を申し立てて，調査
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委員の構成について再検討を求めることができる。 

９ 異議申立てにおいては，本人が，通知を受けてから１週間以内に、別に定める異議申立書を総長に提出

しなければならない。 

10 総長は，マネジメント委員会に異議申立てが妥当であるか審査させる。マネジメント委員会は，異議申

立てが妥当であると判断した場合は，当該異議に係る調査委員を交代し，総長に報告する。総長は，その

旨を調査対象者及び相談・通報者に通知する。 

11 調査委員会は，当該調査が終了し, 調査結果が最終的に確定した時に解散する。 

（調査の実施） 

第１２条 調査委員会は，調査の実施に当たっては，相談・通報者及び調査対象者の秘密を守るため，当該

者が特定されないよう，調査の方法に十分配慮しなければならない。 

２ 調査委員会は，調査案件における公表前のデータ、論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が、調査

の遂行上必要な範囲外に漏えいすることのないよう十分配慮しなければならない。 

３ 調査委員会は，調査対象者に説明又は弁明の機会を与えなければならない。また，調査対象者は,疑義を

晴らそうとする場合,当該の研究活動が適正な手続きと方法で行われたものであることを,科学的根拠を示

して説明しなければならない。 

４ 調査委員会が必要と認める場合は，合理的と判断される範囲内で，再実験を行うことができる。実施に

当たっては調査委員会が指導・監督する。 

５ 調査の対象には，必要に応じて告発された案件に係る研究活動のほか,調査に関連した調査対象者の研究

活動も含めることができる。 

６ 調査に当たって、告発された案件に係る研究活動に関して、証拠となるような資料等を保全する措置を

とる。措置に影響しない範囲内であれば、調査対象者の研究活動を制限しない。 

７ 各部署及び勤務員は，調査の実施に際して協力し，真実を述べる義務を負うものとする。 

８ 調査委員会は，調査対象者による説明又は弁明と，関係者ヒアリング及び書類の精査等の調査によって

得られた客観的証拠をあわせ，総合的に判断しなければならない。調査対象者の自認のみをもって不正が

行われたと判断することはできない。 

９ 調査委員会が必要と認める場合は，委員会委員及び専門委員以外の者に調査委員会への出席を求め，意

見を聞くことができる。 

10 調査委員会は，調査の過程であっても，不正の事実が一部でも確認された場合には，マネジメント委員

会に報告する。 

11 調査委員会は，調査の過程で不正行為がなかったと判断され，相談・通報が悪意（調査対象者や調査対

象者の所属する機関に対して損害や不利益を与えようとする意思）に基づくものである疑いがある時は，

相談・通報者に弁明の機会を与えなければならない。 

（審議及び認定） 

第１３条 マネジメント委員会は，調査報告に基づき，次の各号について審議及び認定を行う。 

(1) 不正行為の有無，不正があったと判断される場合は不正の内容 

(2) 不正に関与した者及びその関与の程度 

(3) 当該研究活動に係る論文等の各著者の当該論文及び研究における役割 

(4) 当該研究活動の管理責任者の責任 

(5) 助言・改善指導・是正勧告・命令の内容等 

(6) 悪意に基づく相談・通報の疑義がある場合は,その事実の有無 

２ マネジメント委員会委員は，自らが関係する調査案件の処理に関与することができない。 

３ 審議及び認定の際の基準は，一般的に妥当と認められる社会的規範及び学術界のルール等に基づくほか，

次の各号に掲げるものとする。 

(1) 関係法令，所轄省庁の告示，指針等 

(2) 本学の諸規程 

（調査過程における一時研究費使用停止） 

第１４条 マネジメント委員会は，調査状況により必要に応じて，調査対象者における調査対象制度の一時

的な研究費使用停止について審議することができる。 

２ 審議の結果、研究費使用停止が必要と判断した場合は，総長に報告する。 

３ 総長は，配分機関と協議の上，調査対象者に対して一時的な研究費使用停止を命ずることができる。 

（調査における配分機関への協力） 

第１５条 総長は，配分機関からの求めに応じ,調査終了前であっても,調査の進捗状況報告及び中間報告を
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当該配分機関に提出する。 

２ 総長は，調査に支障がある等，正当な事由がある場合を除き，当該案件に係る資料の提出又は閲覧及び

現地調査に応じる。 

(総長への調査報告) 

第１６条 マネジメント委員会委員長は,原則として調査の開始後120日以内に，調査・審議内容と認定結果

を総長に報告する。 

２ マネジメント委員会委員長は，調査の過程であっても，不正の事実を一部でも認定した場合は，速やか

に総長に報告する。 

(調査・審議結果の通知) 

第１７条 総長は，相談・通報者及び調査対象者並びに調査の結果関与したと認定された者に対し，調査の

内容，審議結果，調査及び審議を行った者の氏名と所属を通知する。 

２ 総長は，相談・通報の受付又は疑義案件が顕在化した日から210日以内に，第８条第３項において報告対

象とした配分機関及び省庁に対して，調査結果，不正発生要因，不正に関与した者が関わる他の競争的資

金等の管理・監査体制の状況，再発防止策等を含む最終報告書を提出する。ただし，期限までに調査が完

了しない場合であっても，調査の中間報告を配分機関に提出する。 

３ 総長は，前条第２項に基づき不正の事実の一部につき認定の報告があった場合は，第８条第３項におい

て報告対象とした機関及び省庁に，その旨を報告する。 

４ 総長は，相談・通報者の悪意に基づくものであったと認定された場合は,相談・通報者の所属機関にも通

知する。 

(調査・審議に関する異議申立て) 

第１８条 不正行為を行ったと認定された調査対象者及び調査の結果、不正行為に関与したと認定された者

並びに悪意に基づくものと認定された相談・通報者は，通知を受けた調査の内容，審議結果，調査及び審

議を行った者に関して，正当な理由がある場合，異議を申し立てて，再調査・再審議を求めることができ

る。ただし，認められた異議申し立ての期間内であっても同一理由による異議申し立てを繰り返すことは

できない。 

２ 異議申立てにおいては，本人が，調査・審議結果の通知を受けてから２週間以内に，別に定める異議申

立書を総長に提出しなければならない。 

３ 総長は，異議申立ての妥当性についてマネジメント委員会に審査させる。 

４ 総長は,申立てを行った者以外の相談・通報者，調査対象者及び調査の結果関与したと認定された者に異

議申し立てがあったこと通知する。加えて，第８条第３項において報告対象とした機関に対して報告する。 

(再調査・再審議) 

第１９条 マネジメント委員会は，調査委員会と協議の上，異議申立てが妥当であるかを判断し，却下又は

妥当と認め再調査・再審議を行うかを決定する。 

２ マネジメント委員会委員長は，前項の決定を総長に報告する。 

３ 総長は，前条第４項と同様に審議結果を通知又は報告する。 

４ 調査対象者並びに調査の結果関与されたと認定された者の申し立てに基づき再調査を行う場合は，原則

として再調査を決定した日から50日以内に再調査を行い、その結果を総長に報告する。 

５ 悪意に基づくと認定された相談・通報者の申し立てに基づき再調査を行う場合は，再調査を決定した日

から原則として30日以内に再調査を行い、その結果を総長に報告する。 

６ 再調査において，マネジメント委員会は，異議の妥当性に応じて調査・審議を行う者の交代，追加，又

は除外を行う。 

７ マネジメント委員会は，再調査の結果を総長に報告する。 

８ 総長は，前条第４項と同様に再調査結果を通知又は報告する。 

(公表及び処分・措置) 

第２０条 総長は，不正行為の事実が認定された場合及び悪意に基づく相談・通報であったと認定された場

合，所定の審議機関に対し，立教大学学則，学校法人立教学院就業規則等の本学及び学校法人立教学院が

所有する諸規程に従い，当該不正行為に関与した者及び当該研究活動の管理責任者への処分等の手続きを

開始し，又は開始するよう求める。 

２ 総長は，不正行為の事実がなかったと認定された場合は，調査対象者の名誉回復措置及び不利益が生じ

ないための措置を講じなければならない。 

３ 総長は，認定結果，処分等について，相談・通報者及び調査対象者に対し，当該者の信用，名誉及びプ

ライバシー等に必要な配慮をしなければならない。 
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４ 総長は，不正行為の事実が認定された場合は，不正に関与した者の氏名・所属，不正の内容，処分の内

容，調査及び認定に関与した者の氏名・所属，調査の方法等を公表することとする。 

５ 悪意に基づく相談・通報であったと認定された場合は，前項と同様に氏名・所属等その調査結果を公表

する。 

６ 不正行為がなかったと認定された場合は原則として調査結果を公表しない。ただし，調査案件が外部に

漏えいしていた場合又は研究活動における故意でない誤りであった場合は，公表する内容（項目等）を総

長が決定し、公表する。 

７ 合理的な理由がある場合は，不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。 

(守秘義務) 

第２１条 予備調査委員，マネジメント委員会委員，専門委員，その他相談・通報の処理等に関与した者は，

職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

(相談・通報者等の保護) 

第２２条 総長は，相談・通報者が相談・通報したことを理由として，当該相談・通報者に対して不利益な

取扱いをしてはならない。 

２ 総長は，相談・通報及び調査協力を行った者に対し，そのことを理由としてその者の職場環境が悪化す

ることのないように，適切な措置を講じなければならない。 

３ 総長は，相談・通報及び調査協力を行った者に対して不利益な取扱いや嫌がらせを行った者がいた場合

には，所定の審議機関に対し，立教大学学則，学校法人立教学院就業規則等の本学及び学校法人立教学院

が所有する諸規程に従い，当該行為を行った者への処分等の手続きを開始し，又は開始するよう求めるこ

とができる。 

(規程の改廃) 

第２３条 この規程の改廃は，部長会の議を経て総長が行う。 

  

附 則 

この規程は，2013年11月７日から施行する。 

附 則 

この規程は，2014年５月８日から施行する。 

附 則 

この規程は，2015年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，2017年５月18日から施行し，2017年４月1日に遡って適用する。 

附 則 

この規程は，2020年11月12日から施行する。 
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2021 年 7 月 
                        科学研究費助成事業説明会資料 

2021 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、研究機関に内部監査の実施が義務付けられて

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 
  2020 年度の科研費執行課題  
 
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  
    2020 年度に科研費の交付を受けていた補助事業のうち、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補助事業のうち、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 
監査対象補助事業以外の通常監査対象補助事業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 
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 2021 年 9 月 21 日（火）、22 日（水）、24 日（金）、27 日（月） 

(2)特別監査 10月頃を予定（特別監査対象となった補助事業の研究代表者と別途調整） 
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５．監査人 
  内部監査室 
  EY 新日本有限責任監査法人 
 
６．内部監査での主な指摘事項 

全般 領収書・請求書の記載漏れ、印漏れ（宛名、大学名、本人確認印）。 
物品費関連 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

出がなされずに発注が行われた。 
②年度末発注期限を超えて購入する必要性が、研究課題との関連性の

観点から、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、直接発注を行った具

体的な理由が記載されていなかった。 
③「発注・検収依頼書」の提出が物品納品後、事後提出（1 か月～2

か月超）となり、検収の遅れが生じていた。 
④ １回の発注額が 50万円以上の物品購入においては、事前に稟議（決

裁）が必要だが、事後的に承認を得ていた。 
換金性が高く汎用性の高い同一用途物品を複数台購入している場合に、

研究遂行上の必要性を文書で確認できなかった。 
購入備品に備品ラベルが貼付されていなかった。 

人件費・謝金・

役務提供関連 
調査協力者謝金の委託金額の積算根拠（時間・単位・人数など）となる

資料・内訳が添付されておらず、積算の妥当性が確認できなかった。 
研究代表者・分担者等と行動を共にしない期間について現地の調査協力

者に謝金を支払ったが、謝金支払の妥当性を確認することが難しかった。 
RA・アルバイトの管理についての留意点 

① 8 時間を超える勤務を休憩なしに行っていた。 
② 雇入通知書と実際の勤務時間（曜日・総時間数など）が乖離して

いた。 
③ 出勤簿の入力誤り（出張移動中など）に気づかず承認していた。 
④ 出勤簿は人事課提出前に研究者が最終的な確認のうえ、承認が必

要であるが、確認せずに人事課に代理承認を依頼していた。 
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漏れ、出

張目的の記載不十分など、研究課題との関連性が明らかでなかった。 
チケットの半券、パスポートの写しの添付漏れがあった。 
出張旅費精算書の出張先記載誤りや、提出（出張後 2 週間を目安）遅延

があった。 
出張内容変更手続書類が提出されていなかった。 

以上 
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令和3（202１）年度 科学研究費助成事業　執行の手引き

★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）

２０２２年２月１０日（木）

２０２２年３月１１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202２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」の提出締切日となります。

＜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＞

【証憑書類に関する注意事項】

提出でき、当該年度内に引き落としがあるものに限りますのでご注意ください。

領収書の有効期限は３ヶ月です。

クレジットカード利用明細書の有効期限は、引き落とし日から３か月です。

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

＊クレジット利用明細書は、宛名（カード名義）・利用日・利用額・支払先名（利用先名）・引落日・引落口座情報

（⇒学内共通書式ダウンロードコーナー　http://www3.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/papers/）

●研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金

●出張時の保険料

●レンタカー使用時の保険料・オプション代

●用品費・教育研究用機器備品で購入した物品の保証料

「届書（旅費所定様式）」を作成してください。

●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、

●ペイパルで支払いをした場合は、領収書原本（レシート）を提出してください。

いただくことになります。

作成して下さい。

●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。

●執行の必要性や当該研究との関連が一般的に分かりにくい場合は、「理由書（任意書式）」または

●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

　　が記載されているもの（複数枚ある場合はすべて）をご提出ください。

●執行権限は、研究代表者・研究分担者（補助事業者）に限ります。
●領収書の有効期限は3 ヶ月です。（月単位でカウントします。例：4 月5 日付領収書は7 月末日が期限となります。 

8 月1 日以降の提出は執行不可です。ただし、旅費に関する領収書については、以下の日付からの起算となります。
航空券：搭乗日、宿泊費：宿泊日、パックツアー代：ツアー出発日から。）

●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」）で発行を依頼してください。

また、証憑書類には必ず日付を入れてもらってください。

業者払の場合には納品書、立替払の場合には領収書に、本人納品確認印を押してください。

●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（原則原本）をご提出ください。

(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。）

(ケ レジットカード払いでも領収書があればカード利用明細書の提出は不要です。 

領収書原本（レシート）がない場合は、取引の詳細（換算レートなど）が確認できる書類、ペイパルの明細書、

クレジットカード利用明細書（原則原本）も必ず提出してください。

●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）を領収書の代用とします。

これが揃わない場合はクレジットカード利用明細書（原則原本）を提出してください。

※その他執行に制限がある使途もございます。配付している「研究費ハンドブック」（６８P）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。 

●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・手数料ほか記載）の

出力紙を振込受領書の代用とします。

★ 重要 ★
必ずお読み下さい！
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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
・出張日程表
【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
・出張日程表
【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、場所
の確認できる資料を添付するこ
と。

＊出発地から移動距離が片道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出張日程表で
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。
＊所定の条件を満たす場合、出張日程表の添付は不要
（P.31参照）。

＊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.29～35参照。

・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
・出張日程表
【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
・出張日程表
【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、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（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）、日本学術振興会外国人特別研究員は
出張雑費なし。
＊1回の出張に複数予算を使用する場合は出張日程表で
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.29～35参照。

・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
・出張日程表
・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.33参照。

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。
＊バイアウト制度（公的研究費）による、アルバイト、ＲＡの
雇用に関しては、各担当にご相談ください。

※アルバイト･RA使用の手続きおよび勤務条件等はP.36～
44参照。

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。

※成果物がある場合は、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

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にて出張申請承認後、精算書類を提出し実費
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
  ＊旅客機利用の場合は、乗降日/搭乗区間/便名が分かる書類を

添付
③出張報告書・用務遂行が確認できる資料

（用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書の
用務内容を具体的に記載すること。）

【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にて出張申請承認後、精算書類を提出し実費
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（提出できない場合はパスポートの写し）
⑤出張報告書・用務遂行が確認できる資料

 （用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書
の用務内容を具体的に記載すること。）

【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（提出できない場合はパスポートの写し）
④出張報告書・用務遂行が確認できる資料

（用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書の
用務内容を具体的に記載すること。）
【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

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.46～47
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．62～66をご確認ください。

・調査協力者謝金
（実験の被験者、調査の調査協力者
等、成果物に基づく出来高払）

リサーチセンターに事前相談

・調査協力者謝金支払依頼書

事前相談の上、業務完了後に
提出。

【提出先：リサーチ】

 

 費目別・必要証憑書類等一覧  

費目別に対象経費と提出書類、注意点等を簡単にまとめました。紙面の関係上、基本的なことのみ掲載してありま

すので、早見表としてご活用ください。 

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

原則、請求書による支払い

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
③理由書（書式自由）
＊本人捺印

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

原則、請求書による支払い

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
⑥理由書（書式自由）
＊本人捺印

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

原則、請求書による支払い（1個
または1組の価格が5万円以上の
場合）

①領収書(書名・単価を明記)
＊本人納品確認捺印

②理由書（書式自由）
＊本人捺印

＊同一の図書は原則3冊まで購入可。
＊4冊以上購入する場合は、配布リスト・理由書が必要。50
冊を上限とする（個研は原則不可）。
＊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）。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

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。
＊4冊以上購入する場合は、配布リスト・理由書が必要。50
冊を上限とする。

＊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.129～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は不可。またレンタカー使用時
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

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

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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。
＊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.129～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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。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。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

＊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.129～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）

＊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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。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。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

＊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.129～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、新聞、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。
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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
・出張日程表
【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
・出張日程表
【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、場所
の確認できる資料を添付するこ
と。

＊出発地から移動距離が片道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出張日程表で
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。
＊所定の条件を満たす場合、出張日程表の添付は不要
（P.31参照）。

＊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.29～35参照。

・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
・出張日程表
【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
・出張日程表
【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、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（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）、日本学術振興会外国人特別研究員は
出張雑費なし。
＊1回の出張に複数予算を使用する場合は出張日程表で
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.29～35参照。

・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
・出張日程表
・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.33参照。

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。
＊バイアウト制度（公的研究費）による、アルバイト、ＲＡの
雇用に関しては、各担当にご相談ください。

※アルバイト･RA使用の手続きおよび勤務条件等はP.36～
44参照。

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。

※成果物がある場合は、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

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にて出張申請承認後、精算書類を提出し実費
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
   ＊旅客機利用の場合は、乗降日/搭乗区間/便名が分かる書類を
添付
③出張報告書・用務遂行が確認できる資料
　（用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書の
用務内容を具体的に記載すること。）

【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にて出張申請承認後、精算書類を提出し実費
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（提出できない場合はパスポートの写し）
⑤出張報告書・用務遂行が確認できる資料
　 （用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書
の用務内容を具体的に記載すること。）

【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（提出できない場合はパスポートの写し）
④出張報告書・用務遂行が確認できる資料
　（用務遂行が確認できる資料を提出できない場合は、出張報告書の
用務内容を具体的に記載すること。）
【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

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.46～47
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．62～66をご確認ください。

・調査協力者謝金
（実験の被験者、調査の調査協力者
等、成果物に基づく出来高払）

リサーチセンターに事前相談

・調査協力者謝金支払依頼書

事前相談の上、業務完了後に
提出。

【提出先：リサーチ】

 

 

 費目別・必要証憑書類等一覧  

費目別に対象経費と提出書類、注意点等を簡単にまとめました。紙面の関係上、基本的なことのみ掲載してありま

すので、早見表としてご活用ください。 

 

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

原則、請求書による支払い

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
③理由書（書式自由）
　＊本人捺印

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

原則、請求書による支払い

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
⑥理由書（書式自由）
　＊本人捺印

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

原則、請求書による支払い（1個
または1組の価格が5万円以上の
場合）

①領収書(書名・単価を明記)
　＊本人納品確認捺印
②理由書（書式自由）
　＊本人捺印

＊同一の図書は原則3冊まで購入可。
＊4冊以上購入する場合は、配布リスト・理由書が必要。50
冊を上限とする（個研は原則不可）。
＊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）。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

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。
＊4冊以上購入する場合は、配布リスト・理由書が必要。50
冊を上限とする。

＊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.129～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は不可。またレンタカー使用時
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

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

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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。
＊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.129～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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。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。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

＊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.129～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）

＊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の場合、ポイント充当額を除いた
金額を支給する。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。
＊理由書は、海外での出張の際に現地で購入した場合は
不要。

＊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.129～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、新聞、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。
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業者払等
（請求書による支払い）

立替払

・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
・ストレージサービス（Dropbox、
iCloud、 OneDrive、Evernote 等）

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
・ストレージサービス（Dropbox、
iCloud、 OneDrive、Evernote 等）

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.64～66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】

・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.64～66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

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.35参照。

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

共
　
　
通

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。

経費執行に伴う必要証憑書類

参考／ご留意いただきたい事項

そ

の

他

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

⑰
雑　費

＊調査協力謝礼品の上限額超過分の自己負担は不可。
※上限金額はＰ.46参照。
＊調査協力謝礼品は、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.62～66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。

⑯
その他の
委託費

＊宅配便は、物品名が明記されている送り状控が必要。
＊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.62～66をご確認ください。

公
的
研
究
費

 

 

 

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。
＊ホテル等でチャージされるインターネット利用以外の電信
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。
＊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.64～66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.64～66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】

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

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、研究上の必要性があるもの。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。但し、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（立替払いで使い切りの場合）
については、用途を明記の上、使用済みカードを提出。
＊発注・検収依頼書は書式集P.129～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。

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.62～66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：利用理由書を提出(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（レ
ンタカー代が同じ財源で支出されている場合のみ支出可）。

＊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.62～66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.129～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

・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
・ストレージサービス（Dropbox、
iCloud、 OneDrive、Evernote 等）

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
・ストレージサービス（Dropbox、
iCloud、 OneDrive、Evernote 等）

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.64～66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】

・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.64～66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

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.35参照。

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

共
　
　
通

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。

経費執行に伴う必要証憑書類

参考／ご留意いただきたい事項

そ

の

他

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

⑰
雑　費

＊調査協力謝礼品の上限額超過分の自己負担は不可。
※上限金額はＰ.46参照。
＊調査協力謝礼品は、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.62～66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。

⑯
その他の
委託費

＊宅配便は、物品名が明記されている送り状控が必要。
＊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.62～66をご確認ください。

公
的
研
究
費

 

 

 

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。
＊ホテル等でチャージされるインターネット利用以外の電信
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。
＊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.64～66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.64～66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】

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

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、研究上の必要性があるもの。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。但し、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（立替払いで使い切りの場合）
については、用途を明記の上、使用済みカードを提出。
＊発注・検収依頼書は書式集P.129～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。

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.62～66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：利用理由書を提出(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（レ
ンタカー代が同じ財源で支出されている場合のみ支出可）。

＊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.62～66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.129～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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   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（業務完了報告書）・請求書の提出要 
通訳者１名につき￥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※1 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（本学・他大学問わず）

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（業務完了報告書）・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
源泉税込

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（本学・他大学問わず）

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 
 
翻訳後の成果物
のワード数・文字
数を基準とする 

 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（本学・他大学問わず）

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（本学・他大学問わず）

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（本学・他大学問わず）

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 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 
 
成果物のワード
数・文字数を基
準とする 

 
800

源泉税込
要 

和文 400 字 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 

※１ 本学兼任講師は含まない。 
注 1）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。 
注 2）源泉徴収の有無については、国内で開催・実施する場合の一般例を記載しています。成果物の支払いを国外で行う場合等、

状況により源泉徴収の有無が異なりますので、事前相談の際にご確認ください。 
 
 

 

 

   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（打合等含む当日の従事時間） 

・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（打合等含む当日の従事時間） 
 

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（打合等含む当日の従事時間） 
・学内者※1 はＣランク以下のみ 
・主催・共催する学部に所属する者※1 は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

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（打合等含む当日の従事時間） 
・主催・共催する学部に所属する者※１は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

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 
・学部生には金券※２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（茶・菓子等。手土産は
対象外） 

・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（茶・菓子等。手土産は
対象外） 

・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
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・学内者※1、本学名誉教授には 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
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・助言を受ける者と同じ学部に所属する者※1 は対象外 

12 
研究会・調査等の
助言謝金Ｃ 

回 
5,000

源泉税別
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・助言を受ける者と同じ学部に所属する者※1 は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

※１ 本学兼任講師は含まない。 
※２ 図書カード、QUO カード、Amazon ギフト券（円貨のみ）を対象とします。  
※３ 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（業務完了報告書）・請求書の提出要 
通訳者１名につき￥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※1 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（本学・他大学問わず）

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（業務完了報告書）・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
源泉税込

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（本学・他大学問わず）

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 
 
翻訳後の成果物
のワード数・文字
数を基準とする 

 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（本学・他大学問わず）

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（本学・他大学問わず）

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（本学・他大学問わず）

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 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 
 
成果物のワード
数・文字数を基
準とする 

 
800

源泉税込
要 

和文 400 字 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 
学部生・大学院生は原則として対象外（本学・他大学問わず）

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 

※１ 本学兼任講師は含まない。 
注 1）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。 
注 2）源泉徴収の有無については、国内で開催・実施する場合の一般例を記載しています。成果物の支払いを国外で行う場合等、

状況により源泉徴収の有無が異なりますので、事前相談の際にご確認ください。 
 
 

 

 

   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（打合等含む当日の従事時間） 

・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（打合等含む当日の従事時間） 
 

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（打合等含む当日の従事時間） 
・学内者※1 はＣランク以下のみ 
・主催・共催する学部に所属する者※1 は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

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（打合等含む当日の従事時間） 
・主催・共催する学部に所属する者※１は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

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 
・学部生には金券※２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（茶・菓子等。手土産は
対象外） 

・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（茶・菓子等。手土産は
対象外） 

・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
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・学内者※1、本学名誉教授には 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
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・助言を受ける者と同じ学部に所属する者※1 は対象外 

12 
研究会・調査等の
助言謝金Ｃ 

回 
5,000

源泉税別
※３

・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（打合等含む当日の従事時間） 

・助言を受ける者と同じ学部に所属する者※1 は対象外 
・学部生・大学院生は対象外（本学・他大学問わず） 

※１ 本学兼任講師は含まない。 
※２ 図書カード、QUO カード、Amazon ギフト券（円貨のみ）を対象とします。  
※３ 居住者は不要。非居住者は要。 
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旅費支給の手引き

資料８
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１．研究・調査のための国内出張のながれ  Ｐ76 

２．研究・調査のための海外出張のながれ  Ｐ83 

３．国内出張・海外出張 必要証憑類一覧 P90 

４．招へい外国人等旅費支給要領 Ｐ95 

  招へい外国人等旅費支給要領（別紙）   P97 

５．よくあるご質問 Ｐ99 ＦＡＱ　旅費申請・書式について  

ＦＡＱ　旅費精算について 

ＦＡＱ 出張報告書について  Ｐ109 

6．関係資料 

・国内出張旅費精算書（大学院学生・学部生） Ｐ111

・日程表添付早見表  P112 

・立教トラベルプラザ請求書払い専用申込書（国内・海外） P113 

７．問い合わせ先等 

・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  ryohi@rikkyo.ac.jp

・旅費全般 ⇒ 人事部人事課 03-3985-2245

・人事課 HP（要V-Campus ID）に、旅費関係資料、各種書式を掲載しています。 

・リサーチ・イニシアティブセンターHPに各種書式を掲載しています。

立教学院人事部人事課 

2021年 7月版 

旅費支給の手引き 

（科学研究費助成事業に関する説明会用） 

Ｐ102
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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、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）宿泊を伴う出張は、出張日程表（様式「旅－12」）を提出します。

但し用務先が一か所で実費精算対象の経費が用務地までの往復交通費及び用務先

付近での宿泊費のみの場合は不要とします。参照:日程表添付早見表

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）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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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。精算は、通勤交通費補助金の

申請区間の IC定期を所持しているものとして計算します。 

・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。 

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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・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。 

・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。但し①領収書が発行されること②トラブル対応等を含めて個人

の責任において利用すること、この２点を満たせば airbnb等のコミュニティ・マ

ーケットプレイスの利用を可とします。 

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は「国内出張費 必要証憑類一覧」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。 
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    ・「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－9、10」、出発・帰着日時、

希望交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当または立教トラベルプラザに提

出します。 

・チケット等の受け渡しは、「立教トラベルプラザ」窓口です。 

教員及び新座キャンパス勤務の職員は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「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」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。 
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    ・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 

■ 「出張中止届及び旅費キャンセル料等の精算申請書」  様式（旅-32） 

 

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．「出張中止届及び旅費キャンセル料等の精算申請書」(様式「旅－32」)に必要事

項を記入し、決裁者（学部長、学科長、所属長など）の承認を得て、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。 

 

   キャンセル料は①自然災害 ②出張先の政情不安 ③出張目的の会議・会合等の中止 

④その他①②③に準ずる理由で人事課長が認めた場合に支給されます。 

 

６ 出張報告書 

   科研費、厚労科研費、共同・受託、指定寄付、ＳＦＲ、個人研究費、研修資料費に

よる出張は、出張終了後、「出張報告書」の提出が必要です。複数の用務や複数の資

金（予算）による出張も、出張報告書をひとつにまとめて作成してください。 

 

７ 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」の利用が可能で

す。 

https://jcs.jalan.net/bw/bwp0100/bww0101.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 
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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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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、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）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） 
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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）海外旅行保険包括契約の加入 

     学院の指定業者による保険に加入を希望する場合は、「学院包括契約 海外旅 

行保険 加入依頼書」（様式「旅-28」）を旅費担当に提出してください。 

保険料は学院が負担します。詳細は「海外旅行保険料支給要領」を参照してく

ださい。 

７）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。 出張日数上限 
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その他，支給総額の上限等 （規程第 12 条） 

 *運賃比較のため、エコノミークラスの見積りを取得し提出のこと 

 

       ＜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。 

    ・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。精算は、通勤交通費補助金の

申請区間の IC定期を所持しているものとして計算します。 

・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、ロサンゼルス、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、ジッダ、クウェート、 
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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。但し①領収書が発行されること②トラブル対応等を含めて個人

の責任において利用すること、この２点を満たせば airbnb等のコミュニティ・マ

ーケットプレイスの利用を可とします。利用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。 

・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「海外出張に伴う諸経費の支給要領」「海外旅行保険料支給要領」を参照

してください 

 

４．精算   

＊ 精算に必要な証憑類は「海外出張費 必要証憑一覧」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
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望交通機関、宿泊要件等記入）を旅費担当または立教トラベルプラザに提出

します。 

・チケット等の受け渡しは、「立教トラベルプラザ」窓口です。教員及び新座キ

ャンパス勤務の職員は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。 

 

    

②「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・明細書等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」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 

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。 
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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。 

   

   

２）出張中止の手続き 

■ 「出張中止届及び旅費キャンセル料等の精算申請書」 様式（旅-32） 

 

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．「出張中止届及び旅費キャンセル料等の精算申請書」(様式「旅－32」)」に必要

事項を記入し、決裁者（学部長、学科長、所属長など）の承認を得て、旅費担

当に提出してください。 
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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。 

 

   キャンセル料は①自然災害 ②出張先の政情不安 ③出張目的の会議・会合等の中止 

④その他①②③に準ずる理由で人事課長が認めた場合に支給されます。 

 

６ 出張報告書 

   科研費、厚労科研費、共同・受託、指定寄付、ＳＦＲ、個人研究費、研修資料費に

よる出張は、出張終了後、「出張報告書」の提出が必要です。複数の用務や複数の資

金（予算）による出張も、出張報告書をひとつにまとめて作成してください。 

 

７ 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。 
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改訂： 2019/04/01

立替払 業者払（請求書による支払） 立教トラベルプラザ

鉄道
（片道100km以上）

・国内出張旅費精算書(旅-13)
・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、社印・宛名・但し書き
不要
※普通運賃以外の料金が発生した場合は、普通運
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 JR・宿泊予約申込書(旅-9)

旅客機

・国内出張旅費精算書(旅-13)
・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・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
※乗降日/搭乗区間/便名記載

・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・旅行代理店等発行のフライトスケ
ジュール
※乗降日/搭乗区間/便名記載

・国内 航空券・宿泊予約申込書(旅-10)

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(旅-13)
・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 航空券・宿泊予約申込書(旅-10)

※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(旅-13)
・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(旅-13)

－ －

タクシー

・国内出張旅費精算書(旅-13)
・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）
・出張にかかる経費の精算に関する「届書」(旅-
27)

・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
・出張にかかる経費の精算に関する「届書」
(旅-27) －

・宿泊を伴う出張は「出張日程表
(旅-12)」の添付を必須としま
す。用務先が1か所かつ実費精算
対象経費が用務地までの往復交通
費および用務地付近での宿泊費の
みの場合には、出張日程表の添付
は必要ありません。

・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

・領収書は発行日から3か月後の
月末が有効期限です。

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（JR湘南新宿ライン、上野東京ライン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
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立替払 業者払（請求書による支払） 立教トラベルプラザ

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(旅-13)
・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(旅-13)
・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
・国内 JR・宿泊予約申込書(旅-9)
・国内 航空券・宿泊予約申込書(旅-10)

その他の経費 校務出張の参加費

・国内出張旅費精算書(旅-13)
・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】
・大会またはプログラム等の要項（日付/参加費
金額の記載要、コピー可）

・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）】
・大会またはプログラム等の要項（日付/参加
費金額の記載要、コピー可）

－

＜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）

・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、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

・各研究費/補助金等の請求書払いの場合、請求書に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
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改訂： 2019/04/01

立替払 業者払（請求書による支払） 立教トラベルプラザ

旅客機

・海外出張旅費精算書(旅-14,15)
・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・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（旅-12）
・チケット半券（提出できない場合はパス
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・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（旅-12）
・チケット半券（提出できない場合はパスポー
トの写し）

・海外 航空券・宿泊予約用申込書(旅-11)
・出張日程表(旅-12)
・チケット半券（提出できない場合はパス
ポートの写し）

※そのほか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(旅-14,15)
・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、京成スカイライナー
等、普通運賃以外の料金が発生した場合は、
普通運賃・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 JR・宿泊予約用申込書(旅-9)

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(旅-14,15)
・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

・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(旅-14,15)
・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、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(旅-14,15)
・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）
・出張にかかる経費の精算に関する届書(旅-
27)

・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
・出張にかかる経費の精算に関する届書(旅-27)

－

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（JR湘南新宿ライン、上野東京ライン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

注:現地交通費について
大学予算および補助金による校
務出張: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

・領収書は発行日から3か月後の
月末が有効期限です。

経費の内容
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立替払 業者払（請求書による支払） 立教トラベルプラザ

・海外出張旅費精算書(旅-14,15)
・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
・出張日程表(旅-12)
・チケット半券（提出できない場合はパス
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（提出で
きない場合はパスポートの写し）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）】
※宿泊日・宿泊施設名・料金記載
・出張日程表(旅-12)
・チケット半券（提出できない場合はパスポー
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（提出できな
い場合はパスポートの写し）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 航空券・宿泊予約用申込書(旅-11)
・出張日程表(旅-12)
・チケット半券（提出できない場合はパス
ポートの写し）
※宿泊費や出張雑費のみの精算であっても、
出入国の確認のため、チケット半券（提出で
きない場合はパスポートの写し）提出要

※そのほか、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

校務出張の参加費

・海外出張旅費精算書(旅-14,15)
・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】
・大会またはプログラム等の要項（日付/参
加費金額の記載要、コピー可）

・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）/但し書き】
・大会またはプログラム等の要項（日付/参加費
金額の記載要、コピー可）

－

個別契約海外旅行
保険

・海外出張旅費精算書(旅-14,15)
・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(旅-14,15)
・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(旅-14,15)
・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、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(旅-14,15)
・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
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（海外旅行保険料
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
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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）

・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、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

・各研究費/補助金等の請求書払い場合は、請求書に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
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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
   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）

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

＜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
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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
先
：
海
外

共通

共通

共通
航空券請求書払

（任意業者）

・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
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2021/5/1

●旅費申請

No. 区分 Q A

1
国内
海外

「出張申請日」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＝申請日となります。ワークフロー対象外の
方で、「出張願」で申請をする場合は、「出張願」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してください。

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、ワークフロー申請をしてくだ
さい。
精算は、出張完了後に「国内出張旅費精算書」（書式　旅-13）と、精
算に必要な証憑類を旅費担当まで提出してください。

3 国内

校務による日帰り出張で参加費が発生する場合、どの
ように申請を行えばよいですか。

①片道100km以上の日帰り、１万円以上の参加費立替、または参加費
の事前振込を希望する場合→「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。出張後、「国内出張旅費精算
書」（書式　旅-13）と、精算に必要な証憑類を旅費担当に提出してく
ださい。
参照：【旅費精算】FAQ35

②片道１００ｋｍ未満の日帰りで１万円未満の参加費を立て替える場合
→「日帰り出張旅費申請書」を用い、出張後にワークフローで申請を
行ってください。参加費の領収書は旅費担当に提出してください。

4
国内
海外

出張日程表を添付しなければならない出張について教
えてください。

国内・海外を問わず宿泊を伴う出張は、「出張日程表」（書式　旅-
12）を添付してください。
ただし、以下の条件を満たす国内出張の場合は、「出張日程表」の添付
は不要です。
①用務先が1か所であること　②実費精算対象の経費が、用務地までの
往復交通費および用務先付近での宿泊費のみであること

なお、複数の予算を組み合わせる場合、行程内に私用を含む場合は、日
帰り宿泊を問わず、「出張日程表」が必要です。

人事課のHPに日程表添付早見表を掲載しておりますので参照してくださ
い。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および
関連ルール

5
国内
海外

領収書等、証憑のない出張旅費の立替精算の期限はあ
りますか。

証憑のない出張旅費の立替精算の期限は3か月です。例えば4月の出張を
8月に精算することはできません。日帰り出張も宿泊を伴う出張も同様
です。

●仮払い

6
国内
海外

仮払いは誰でも使えるものですか？ 仮払い利用対象者は、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、注意してくださ
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できません。
また、仮払いと請求書払いの併用はできません。

【旅費申請・書式】　よくあるご質問（FAQ）
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●学院指定業者（請求書払）

7
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、先ずは出張願を提出してください。

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。
申込書を人事課のHPよりダウンロードし、立教トラベルプラザへご提出
ください。

※SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張関係書式＞（2）学院
指定業者申込書

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。

また、出張承認前に予約申込みをする場合の留意事項については人事課
のＨＰに「立教トラベルプラザでの出張承認前のチケット予約」を掲載
しておりますので参照してください。

※SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および関
連ルール

8
国内
海外

大学院院生は、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提出してく
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。

9
国内
海外

校務や研究に関わる学外者は、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提出して
ください。
なお、チケット送付先は、原則として出張者本人自宅のみとなります。

10
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。

●出張関係書式

11
国内
海外

旅費申請・精算の書式はどこにありますか？ 人事課のHPに、旅費に関する書式を掲載しております。
ダウンロードできますので、利用してください。

※SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張関係書式

12
国内
海外

届書（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？

人事課のHPに「出張にかかる経費の精算に関する届書」（書式　旅-
27）「領収書等が提出できない事由に関する届書(旅費）」（書式　旅
27-2）を掲載しております。
ダウンロードできますので、利用してください。

※SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張関係書式＞（5）その
他

13
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。

自由形式となっておりますが、人事課のHPに「旅費支払い依頼書」書式
を掲載しておりますので、必要な場合は利用してください。

※SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張関係書式＞（5）その
他

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。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張関係書式＞（1）出張
願・旅費申請書関係

14
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？

人事課のHPに「学外者への旅費の実費支給の説明文」を、掲載しており
ます。
ダウンロードできますので、利用してください。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および
関連ルール
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●海外旅行保険

15 海外

出張者であれば誰でも学院包括契約海外旅行保険に加
入できますか？

加入対象者は学院本部・大学の専任・有期契約の教職員と立教大学の大
学院院生です。
学外者、名誉教授は学院包括契約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、包括契約保険料を上限として実費支給いたしま
す。NO.１７を参照してください。
また、人事課HPに「海外出張に伴う諸経費の支給要領」を掲載しており
ます。参照してください。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および
関連ルール

16 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
険に加入できますか？

私用日を含む場合は、学院包括海外旅行保険には加入できません。個別
に保険契約してください。
ＮＯ．１７を参照してください。

17 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、「学院包括契約
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。精算書と領収書（保険証書）を提出してください。

●予防接種

18 海外

海外出張の前に予防接種を受けたいのですが、経費を
負担してもらえますか。

大学が負担する範囲は、出張先で入国上最低必要とされる予防接種自体
の費用とします。

厚生労働省検疫所（FORTH)のHPを参照してください。

研究上必要と認められた場合には、科研費や個人研究費による支給も可
能ですので、リサーチ・イニシアティブセンターにご相談ください。

101



2021/5/1

●鉄道

No. 区分 Q A

1 国内

出張の一部が通勤交通費補助金申請区間と重複して
いる場合、どのように計算すればよいですか？

通勤交通費補助金申請区間は出張旅費の支給対象外です。通勤交通費補助
金申請区間のIC定期を所持しているものとして精算します。

2 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？

両キャンパス間の移動は、時間が短く安価である、東上線の池袋＜＞志木
の利用を原則としますが、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も可能とします。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。また新座キャンパスから池袋キャンパスに移動
する場合、特に理由がない限り、新座駅の利用は認めません。

3 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）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。

4 国内

通勤交通費補助金申請区間と違う経路で路線バスに
乗車しました。バス代を請求しましたが、支払いが
ありません。どうしてでしょうか。

「金額式IC定期券」が導入されているバス会社では、IC定期区間と同一料
金区間まではどの路線を利用しても無料となっており、運賃がIC定期区間
の金額を超過した時は、IC定期チャージ金額より超過分IC料金が引き落と
されます。
旅費精算時は通勤交通費補助金申請区間のIC定期を所持・使用しているも
のとみなすため、超過分のみ精算します。

詳細は各バス会社のHPをご参照ください。

5 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。

6 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、領収書はご提出不要です。
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特急を利用した
　　　⇒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

7 国内

池袋から横浜までＪＲ新宿湘南ラインのグリーン車
に乗りました。グリーン料金は支給されますか。

同一便内に追加料金の発生しない自由席がある場合は、特急料金とみなさ
れず、席料となるため、対象外となります。

例）東京ー高崎（ＪＲ・上野東京ライングリーン車）、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

8 国内

モバイルSuica、えきねっと、スマートEX、エクス
プレス予約を使用して乗車券・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？

各会社のHPにて領収書を取得できます。

【旅費精算】　よくあるご質問（FAQ）
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9 国内

JR東海のスマートEX、エクスプレス予約をしまし
た。EXご利用票は、領収書として認められます
か？

EXご利用票は領収書として扱うことが可能です。

なお、スマートEX、エクスプレスのHPで領収書を取得できます。

10 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

11 国内

東海道新幹線を使って出張する場合、上限額はのぞ
みの料金ですか、ひかりの料金ですか？

のぞみの指定席料金を上限額とします。同一路線内は、最も早い指定席特
急料金を支給上限とします。

●飛行機

12 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

「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。

東京以外の地域での移動の場合（九州内の移動など）は、事前にご相談く
ださい。

13 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うなりますか？

出発地が東京以外の場合は、その都度判断しますので、旅費担当にご相談
ください。

14 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、普通運賃を支給上限とします。普通運賃を超過し
た場合、超過分は自己負担となります。

15 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？

可能です。ただし、エコノミークラスの正規運賃を超過しない場合に限り
使用可能です。
精算時にエコノミー正規運賃見積書をご提出下さい。

旅費規程別表第３ご参照してください。

16
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
ドすることは可能ですか。

可能です。ただし、席料についてのみエコノミークラス正規運賃を支給上
限とします。

優先搭乗、ラウンジ使用、食事等のサービス面でのアップグレードは、支
給対象外です。

17 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可能ですか？

可能です。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は支給対象です。出張申請時、備考欄にその旨を記
載してください。

18
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？

振込手続き時の決済画面印刷にご捺印いただいたものと、通帳のコピー
（名義と引落金額がわかるページのもの）を提出してください。
ただし、楽天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、入出金明細画面を印刷したものにご捺印いただ
き、提出してください。
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19
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場合、当該航空会社の「Electronic Ticket
Itinerary/Receipt（ｅチケットお客様控）」を領収書として扱います。国
内の航空会社の領収書は、発券カウンターや自動チェックイン機で取得可
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。ただし、
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、クレジットカード払い（本人名義に限る）をご利用の場合、カード
会社発行の引落明細書（確定分）でも精算可能です。明細書原本をご捺印
の上、提出してください。

※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。

20
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。発券手数料も含まれた請求書または領収書を提出してくださ
い。

21
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？

搭乗に必要であることが確認出来れば、お支払可能です。

例）エアーアジア等の格安航空会社（LCC)、ユナイテッド航空等のアメ
リカ国内線手荷物料

●バス

22
国内
海外

出張先で、路線バス代等の交通費が発生しました。
どのように精算申請したらよいですか？

本人立替の場合、「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提出してください。

なお、出張先で鉄道・路線バス等の公共交通機関を利用した場合、領収書
等証憑の提出は不要です。
特急電車、長距離バス等を利用した場合、領収書を提出してください。

研究費による出張の場合、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、必ず領収書等を提出してください。領収書をご提出頂
いた経路のみが精算対象となります。

23
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。領収書を提出してください。
なお、夜行バス利用により車中泊となる場合、宿泊費・雑費は支給されま
せん。

24 国内

ゼミ合宿でバスをチャーターしました。精算する
際、チャーター料の領収書は必要ですか？

必要です。最終確定人数を「国内出張旅費精算書」にご記入いただくか、
旅費担当までお知らせください。（バス代合計金額を人数で割って一人当
たりのバス代を算出します。）領収書または明細書には、乗車日、乗車区
間の記載が必要です。
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●他交通費

25
国内
海外

タクシーを利用出来ますか？ 原則として、公共交通機関を利用してください。
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事由例】
・公共交通機関がない
・事故、天災等により、公共交通機関が不通
・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
・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
・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。

旅費規程細則第８条をご参照ください。

26 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。
特急電車（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を提出してください。
※京成スカイライナーは、領収金額の記載がある「スカイライナー券」
を、領収書として扱います。
※羽田・成田空港以外の日本国内空港から目的地までの連絡バスをご利用
の場合、領収書は不要です。

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。

旅費規程細則第9条、第21条をご参照ください。

27 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。

28 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、人事課HPに掲載した「出張における自家用車使用に関する取扱
い基準」をご参照下さい。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および関
連ルール

なお、事後申請は一切認められません。

29
国内
海外

出張先でレンタカーを利用することは可能ですか？
また、旅費としての支出は可能ですか？

原則として公共交通機関を利用してください。やむを得ない事由があれば
考慮いたしますので、必ず事前に届書を提出してください。（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、ガソリン代は燃料費、高速代は旅費交
通費での支出となります。

精算には、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。

※レンタカーのオプション料金（4WD利用等）は自己負担となります。

30 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ご利用の場合、クレジットカードの引落明細をご提出してください。
「ETC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。
年度末は、料金引落日が翌年度になるためETCは利用しないでください。

※料金所で通行代金をクレジットカード払いした場合は「利用証明書」を
領収書として認めております。
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●宿泊

31
国内
海外

ホテルからの領収書に、宿泊費以外の料金も含まれ
ていました。
合計金額は1泊分の上限額よりも低額ですが、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）は旅費としては精
算できません。
※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、食費は宿泊費に含まれている場合はお支払可能です。領収書内に別
立てで明示されている場合は、お支払いできません。

＜例＞
「室料　8,000円（朝食代含む）」→全額支給
「室料　7,000円、朝食代　1,000円」→室料のみ支給

32
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？

個別で領収書を作成してもらうよう、宿泊先にご依頼ください。個別の領
収書の発行が困難な場合は、宿泊内訳がわかる明細の発行をご依頼くださ
い。

33 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＞
https://spirit.rikkyo.ac.jp/tachikawa/SitePages/index.aspx

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、例外的に全て
宿泊費として扱います。

34
国内
海外

ホテルではなく、個人宅を間借りして宿泊した場
合、宿泊費は請求できますか？

原則として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
泊費の支給対象外となります。
ただし、「airbnb」などのコミュニティ・マーケットプレイスを利用し、
下記の要件を満たす場合は、宿泊費の支給対象とします。
要件①宿泊費の精算に際しては必ず領収書を取得すること
要件②トラブルの対応等を含めて個人の責任において利用すること

35
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、かつ事前支払（振込）が必要な場合は、どのよ
うに精算申請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（ワークフローでの申請が必要です）。

36
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、宿泊費分を支給してもらえま
すか？

証憑類中に内訳明細がある場合、宿泊費分のみを旅費として支給可能で
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、
旅費としては支給できません。その場合は、個人研究費または研修資料費
にて精算してください。

37
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？

可能です。ただし、申請している出張の日程より、ツアー日程が長い場合
は、旅費規程を用いて本来の出張日程で宿泊費等を計算し、超過分を調整
の上支給します。

領収書と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）を提出してください

＜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

旅費精算書には、「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。

なお、旅費の切り分けが出来ないため、複数予算でのご出張には、パック
ツアーを利用しないでください。
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38
海外

海外出張で規程の上限を超えた宿泊費が支給対象と
なる場合の条件を教えてください。

以下の条件が揃った場合には、上限を超えた宿泊費を支給対象とします。
①旅費規程に定める「校務のための出張」であること。　②立教トラベル
プラザ（請求書払）を利用すること。任意業者の場合は相見積をとるこ
と。　③出張前に「届書」を提出し、人事課長の承認を得ること。　④や
むを得ない事由により宿泊費の上限を超えてしまう場合であること。

39
国内
海外

出張に家族を同伴できますか。同伴した場合の精算
方法について教えてください。

出張は、本人が単独、または協力者と行うことが原則です。やむを得ない
場合を除いて、同伴は認めていません。やむを得ず同伴した場合も、同伴
者の旅費の支給はありません。したがって、同じ部屋に宿泊し、内訳を証
憑書類で確認できない場合は、宿泊した人数で割り、1人分を出張者の宿
泊費として支給します。宿泊料金が室料の場合も同様の扱いとします。た
だし、同伴者が未就学児の場合には、人数に含めないものとします。

●出張雑費

40 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？

「国家公務員等の旅費に関する法律」に準じ、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、高額な地区の規定額での支給となりま
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。

41
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、出張雑費のみ支給を希
望しています。旅費精算書の提出は必要ですか？

出張雑費のみ支給希望の場合、学院指定業者専用申込書の所定の箇所に
チェックを入れていただければ、旅費精算書のご提出は不要です。

●私用を含む出張

42
国内
海外

東京から京都までの出張の合間に、私用で新大阪ま
で行きたいと考えています。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？

私用分は、支給対象外です。実際の用務内容を確認し、駅すぱあと等で用
務に関わる料金を計算、支給します。
なお、海外で同様のケースが発生した場合、私用分の経由地を除いた経路
で見積書を提出してください。

私用を含むご出張は、出張申請の際に出張日程表を提出してください。

●出張内容変更、出張中止、キャンセル

43
国内
海外

出張期間に変更（短縮・延長）が生じました。どう
したらよいですか？

「出張申請内容変更」の手続きを行ってください。

詳細は人事課HP記載の「出張申請の手続きについて（教員用）、（職員
用）」をご参照ください。

※ SPIRIT＞教職員＞人事課＞人事関係書式：出張に関する規程および関
連ルール

44
国内
海外

出張手配後に、出張自体が中止となってしまいまし
た。出発間際のため、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？

「出張中止届及び旅費キャンセル料等の精算申請書（書式　旅-32）」を
関係窓口に提出してください。

キャンセル料の支払いについては、出張中止の事由により異なります。
【体調不良等、自己都合⇒自己負担】
→ただし、校務出張に限り、私傷病や忌引き（親、配偶者、子）に伴う出
張の変更／中止の場合、キャンセル料は大学が負担します。
【校務都合や業務上やむを得ない事情⇒大学負担】
→例：自然災害、出張先の政情不安、出張目的の会議／学会等の中止、コ
ロナウィルス感染拡大防止、その他人事課長が認めた場合。
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●海外出張の精算書記入方法

45 海外

海外出張旅費精算時のレート換算は、どうすればよ
いですか。

「海外出張旅費精算書（レート計算有）」（書式　旅-15）をご活用くだ
さい。

各月のレート表は、財務部HP「外貨を使用した際の換算レートについ
て」に掲載しています。

※ SPIRIT＞教職員＞財務部＞支払業務：外貨を使用した際の換算レート
について

現地通貨は、領収書の日付の月初レート換算とします。
ご不明な場合は、旅費担当で計算を行います。旅費精算書の計算式は空欄
のまま提出してください。

●全学枠学会費の出張

46 国内

学会参加のため、出発地より片道１００ｋｍ未満の
つくばへ出張します。
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します。出張雑費は
支給対象外です。
②１００ｋｍ未満の学会出張での宿泊を希望する場合、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。
宿泊が不可避であることが認められれば、支給可能です。

旅費規程別表第２ホを参照してください。

47 海外

学会参加のため海外へ行きます。旅費上限額はいく
らですか？

旅費上限額は交通費、宿泊費、出張雑費の総額で20万円です。
宿泊費1泊当たりの上限は12,000円、出張雑費は1日3,200円です。

●演習指導等（ゼミ合宿）の出張

48 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。出張雑費は支給されません。
・１００ｋｍ以遠の出張
交通費と出張雑費を実費支給します。

旅費規程別表第２ホをご参照ください。

●ポイントおよびクーポンの利用

49
国内
海外

貯めたポイントやクーポンで出張旅費を立て替えた
場合、支払ってもらえますか。
GoToトラベルキャンペーンを利用して出張の申し
込みをしても良いでしょうか？

ポイントやクーポンによる支払は、支給対象外です。
出張にGoToトラベルキャンペーンを利用することは出来ません。

●領収書の有効期限

50
国内
海外

出張前に航空券やホテルの手配をしますが、領収書
の有効期限について教えてください。

航空券は搭乗日、宿泊費は宿泊日、パックツアー料金はツアー出発日の日
付から起算して3カ月（月単位）です。その他は支払い日（領収書の日
付）より3カ月（月単位）です。
ただし、補助金によっては、事前の手配が認められない場合がありますの
で、ご注意ください。
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出張報告書に関するQ＆A
更新日：2020年3月12日

No. 質問 回答

1

なぜ、出張報告書の提出が必要になった
のでしょうか

2019年9月26日の不正防止計画推進本部会議にて承認されております。本学の研究費不正が
あったため、再発防止の方策において出張報告書による用務遂行の確認が必要と決定したため
です。

2
いつの出張から、提出が求められますか 2019年11月1日以降に出発する出張から適用されます。ただし、11月中は試行期間であり、2019

年12月1日以降の出張から本格実施となります。

3
用務遂行を確認できる資料の提出は必須
なのでしょうか

ご提出をお願いします。資料が無い場合には、出張報告書に、出張内容（日付、訪問先、用務
内容）ついて具体的に記載してください。資料は原本でなくコピーで結構です。

4
どの資金での出張が対象になるのでしょう
か

リサーチ・イニシアティブセンター所管のすべての研究費と、公的資金であるスーパーグローバ
ル大学創成支援事業（国際化拠点整備事業費補助金）、持続的な産学共同人材育成システム
構築事業が対象です。

3/12修正

5
日帰り出張も、出張報告書提出の対象にな
りますか

対象の資金（質問No.4参照）を財源とした出張は、日帰り、宿泊（国内・国外）を問わず対象となり
ます。

6
都内の出張でも、出張報告書の提出が必
要ですか

対象の資金（質問No.4参照）を財源とした出張は、都内を含め全ての出張が対象となります。

7

従来は請求書払いのみの出張の場合、何
も提出する必要がありませんでした。今後
は、出張報告書の提出が必要になりますか

請求書払いのみの場合、出張報告書のみ（用務遂行の確認ができる資料がある場合は添付の
上）をご提出ください。

8

都内に頻繁に出張する機会があります。出
張報告書は、まとめて記入してもよいでしょ
うか

国内出張旅費精算書に記載する内容と合致していれば、出張報告書は、まとめてご記入いただ
いても構いません（1ヶ月程度を目安にご提出ください）。用務遂行の確認できる資料を添付する
場合、複数回の出張でも同じ用務内容であれば、1部の提出で結構です（用務内容が複数ある
場合は、用務ごとに資料を提出してください）。

9

日程・用務先は既に出張申請時に提出し
た日程表に記載しています。あらためて出
張報告書に記載しなければいけないので
しょうか

お手数ですが、出張報告書に改めてご記入のうえ、ご提出ください。

10

長期間（例えば1年間）の海外研究の場合
は、出張報告書を1枚にまとめて提出する
のでしょうか

長期出張の場合、出張報告書は旅費精算書提出に合わせてご提出ください。

10/30追加

11

1回の出張で複数の用務を行う予定です。
用務ごとに出張報告書の提出をする必要
があるでしょうか

複数の用務であっても、１回の出張であれば、出張報告書は１枚にまとめて作成してください。

12
1回の出張で複数の資金から費用を支出
する予定です。資金ごとに切り分けて出張
報告書の提出をする必要があるでしょうか

複数の資金から費用を支出する場合であっても、１回の出張であれば、出張報告書は１枚にまと
めて作成してください。

13
１回の出張で対象の研究費以外の資金か
らの支出が含まれる場合、どの部分が出張
報告書の対象になるのでしょうか

出張報告書提出の対象となる資金（質問No.4参照）から、旅費・宿泊費・雑費のいずれかを支出
している日程について、出張報告書（用務遂行の確認ができる資料がある場合は添付の上）をご
提出ください。

14
研究分担者が出張した場合、出張報告書
の提出をする必要があるでしょうか

提出してください。

10/30追加

15
出張に調査・研究協力者や学部生が同行
する場合、それぞれが出張報告書を提出
する必要がありますか

それぞれに出張報告書をご提出いただく必要があります。

16
招へい者（国内・海外）も出張報告書を提
出する必要はありますか

国内・海外を問わず、対象研究費からの旅費支払いが発生する場合は、受入教員が出張報告
書を作成し提出してください。

17
出張報告書は学内便で提出してもよいの
でしょうか

学内便での提出で結構です。

18
出張報告書はEメールで提出してもよいの
でしょうか

Eメールでの提出で結構です。

19
研究出張(会議、打合せ等)の場合、何を提
出すればよいでしょうか

例えば、
・会議次第
・会議録など　をご提出ください。
提出書類の一例となりますので、その他、用務遂行を確認できるものであれば、代替可能です。

20
学会出張(学会、研究会、シンポジウム等)
の場合、何を提出すればよいでしょうか

例えば、
・当日配布されたプログラム等の資料（日付や概要が分かる部分のみで可）
・参加証明書
・参加費の領収書（当日支払ったもの）
・ネームプレート（大会名・氏名が入ったもの）など　をご提出ください。
・現地で撮った写真
提出書類の一例となりますので、その他、用務遂行を確認できるものであれば、代替可能です。

21
資料収集の場合には何を提出すればよい
でしょうか

例えば、
・文献複写の領収書
・入場料の領収書、入場証明書
・利用した施設の利用案内、パンフレット
・インタビュー相手の名刺
・現地で撮った写真
・謝金受領書
・用務を行ったことが分かる資料など　　をご提出ください。
提出書類の一例となりますので、その他、用務遂行を確認できるものであれば、代替可能です。

10/30修正

22
実態調査（フィールドワーク等）の場合、何
を提出すればよいでしょうか

例えば、
・現地の関係者とのやりとりのメール
・現地で撮った写真
・収集したデータ
・調査ノートの写し
・施設入場料等の領収書、入場証明書
・その他用務を行ったことが分かる資料など　をご提出ください。
提出書類の一例となりますので、その他、用務遂行を確認できるものであれば、代替可能です。
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No. 質問 回答

23
提出資料が領収書または請求書を兼ねて
いる場合は、どうしたらよいでしょうか

出張報告書には、コピーを添付してください。原本は、従来通りリサーチ・イニシアティブセンター
または国際化推進機構、大学教育開発・支援センターにご提出ください。 3/12修正

24
学会のレジュメは、入手したすべてを提出
する必要がありますか

日付や学会名の記載された表紙等、一部だけで結構です。また、コピーでも構いません。

25
名刺を提出する場合、コピーでもよいので
すか

コピーでも結構です。

26
写真は、会場が写っていればよいでしょう
か

ご自身が会場にいることが分かるように、ご自身が写っている写真をご提出ください。

27
写真は、撮影した日付が記載されていなけ
ればならないのでしょうか

撮影した日付は無くても結構です。

28
写真が集合写真の場合はどうすればよい
でしょうか

誰が出張者かが分かるように、写真に記載をしてください。
10/28追加

29
写真は現物（データ）を提出するのでしょう
か。プリントアウトしたものでもよいでしょうか

データでもプリントアウトしたものでも構いません。

30
調査ノートの写しとは何でしょうか 調査やフィールドワーク、資料収集を行った際に作成した資料ノート等のコピーとなります。パソ

コンで作成したレジュメやメモ等をプリントアウトしたものでも結構です。

31

訪問先と出張前にやりとりしたメールはあり
ますが、それが用務を遂行した証拠となる
のでしょうか。最終的に行ったことを証明す
るメールも出さなければいけませんか

訪問後のやりとりのメール（訪問のお礼等）があれば、そちらを添付してください。無い場合には、
訪問先と事前にやりとりしたメール（◯月◯日◯時に伺います等）でも結構です。

32

出張申請時に、出張内容の確認資料とし
て訪問先とのやりとりのメールを提出してい
ます。改めて出張報告書に添付し、提出し
なければならないのでしょうか

お手数ですが、改めて添付し提出してください。

33
「その他」の資料とは、どんなものがあります
か

特に決まりはありません。何らかの形で用務遂行を確認できるものをご提出ください。「その他」に
ついては、事前にリサーチ・イニシアティブセンターまでご相談ください。

34
用務遂行を確認できる資料が何もない場
合はどうすれば良いのでしょうか

出張報告書に、出張内容（日付、訪問先、用務内容）ついて具体的に記載してください。

35
用務遂行を確認できる資料は学内便で提
出してもよいのでしょうか

学内便での提出で結構です。

36
用務遂行を確認できる資料はEメールで提
出してもよいのでしょうか

Eメールでの提出で結構です。
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旅-13-2 2020.04

出張期間： 年 月 日 年 月 日

出張先：

予算区分：□全学枠予算　□学部管轄予算　□個人研究費　□研修資料費　□立教SFR　□科研費（本学）

　□　ICカードのみを使用　　　□　切符（または現金）とICカードを併用　　□　切符（または現金）のみを使用

交通費

☆通学定期券を所持している場合は、その区間を除いて精算をしてください。

交通手段

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

＜＞ ￥ × ＝　￥ 0

宿泊費

￥ × ＝　￥ 0

￥ × ＝　￥ 0

￥ × ＝　￥ 0

￥ × ＝　￥ 0

合　計 ￥ 0

旅費担当

　領収書と一緒に提出願います

領収書の提出が不要な交通機関の支払方法　(支払方法のチェックに該当する区間の特定は不要です）

宿泊費上限12,000円

ＷＦＳ．管理Ｎｏ．

上限超過等調整（数字はマイナス入力）

その他

申請ＩＤ

金　額

大学院学生・学部生　国内出張旅費精算書

□科研費（他大分担金預かり）　□受託研究　□共同研究　□指定寄付

所    属　　学　　部 氏    名学生Nｏ.(立教学生のみ記入）

～

□その他[予算名]

区　間 金　額

宿泊施設名
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*行程内に私用日を含む場合は、用務地に関わらず日程表添付が必要

日程表 〇必要 〇必要

出　　　　張

宿　　　泊

用務地数

ひとつの予算

×不要

ひとつの予算

用務先複数

〇必要

宿泊区分

出張

〇必要

　　　　　　用務先１か所
（実費精算対象経費が、用務
地までの往復交費及び用務先
付近での宿泊費のみの場合）

×不要

日程表添付早見表

複数予算

日　帰　り

国　内国内・海外

予算

2018年4月

海　外

複数予算
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申込書送信先： travelplaza@rikkyo.ac.jp

年 月 日 年 月 日 年 月 日

カタカナ 所属

漢字 年齢（出発日時点） 性別 　 男　　　女

連絡先 メールアドレス 電話番号

氏名 所属

メールアドレス 電話番号

　　　メール 　　学内便 学外への送付

住所

名前 電話番号

　　　申請済

　　　　なし

利用日 便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 クラス 座席希望 金額 トラベルプラザ使用欄

乗共

乗共

乗共

乗共

乗共

乗共

利用日 発駅 着駅 種別(片道/往復） 金額

◆乗車券区間が特急券区間と異なる場合や、乗車券のみの申込の場合は

　 左記にご入力ください

◆通勤交通費補助金申請区間を除いてご入力ください

◆地下鉄など発券できない区間もあります

金額 ／取扱料金 ／計（①）　　

チェックイン日 チェックアウト日 泊数 都市名 ご希望(禁煙など) 金額

勤務員 12,000円

部長 14,000円

総長 16,000円

金額 ／取扱料金 ／計（②）　　

利用日 金額

金額 ／取扱料金 ／計（③）　　

/ / /

ＷＦＳ 請求先　　大学　　／　　学院

送付先
〒

※池袋勤務の職員は『学外への送付』以外をお選びください。

備
考

基
本
事
項

宿泊費大学負担上限額

そ
の
他
手
配

交
通
機
関

【
航
空
・
鉄
道
・
バ
ス

】

宿
泊

乗
車
券

出張者情報

申込者情報
（ご出張者と異なる場合のみ

ご記入ください）

内容

希望ホテル

With

￥ （￥　　　　　　　×　　　　）

J-link　　　　　　　　　-000-

旅費担当
トラベルプラザ

使用欄

手配開始 旅費確認 トラベル最終確認 出張雑費

自己負担

差引請求額

総合計
（①+②+③）

      なし＜出張雑費のみ支給（本申込書を精算書とする）＞

     　トラベルプラザ受取　　

チケットお受取方法

本人立替精算の有無

氏名

      あり(精算書類提出予定日　　月　　日)

大学への出張申請 　　　申請未　（申請予定日　　　月　　　日）　　　　　　　　　

旅－9 立教トラベルプラザ　請求書払い専用申込書【国内】
2020年4月更新 立教トラベルプラザ　　　　ＴＥＬ：０３－３９８５－４２２０（内線4220）

申込日 出発日 帰着日
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申込書送信先： travelplaza@rikkyo.ac.jp

年 月 日 年 月 日 年 月 日

カタカナ

漢字

姓

名

ミドル

連絡先 メールアドレス 電話番号

氏名 所属

メールアドレス 電話番号

　　　メール 　　学内便 学外への送付

住所

名前 電話番号

　　　申請済

　　　　なし

利用日 便名 出発地 出発時間 到着地 到着時間 クラス 座席希望 金額 その他

チェックイン日 チェックアウト日 泊数 都市名 ご希望(禁煙など) 金額

海外Ａ地方 22,500円

海外Ｂ地方 18,800円

金額 ／取扱料金 ／計（②）　　

利用日 金額

金額 ／取扱料金 ／計（③）　　

/ / /

ＷＦＳ 請求先　　大学　　／　　学院

2020年4月更新

大学への出張申請 　　　申請未　（申請予定日　　　月　　　日）　　　　　　　　　

パスポート
スペル

基
本
事
項

出張者情報

氏名 所属

※池袋勤務の職員は『学外への送付』以外をお選びください。

男　　　  女

国籍

生年月日（西暦）

性別

申込者情報
（ご出張者と異なる場合のみ

ご記入ください）

チケットお受取方法
送付先

〒

手配開始 旅費確認 トラベル最終確認 出張雑費

備
考

総合計
（①+②+③）

宿
泊

希望ホテル

【
航
空
・
鉄
道
・
バ
ス

】

交
通
機
関

／TAX燃油 ／計（①）

そ
の
他
手
配

内容

      あり(精算書類提出予定日　　　　年　　月　　日)       なし＜出張雑費のみ支給（本申込書を精算書とする）＞

立教トラベルプラザ　　　　ＴＥＬ：０３－３９８５－４２２０（内線4220）

差引請求額

     　トラベルプラザ受取　　

申込日 出発日 帰着日

／取扱料金

本人立替精算の有無

宿泊費大学負担上限額

立教トラベルプラザ　請求書払い専用申込書【海外】旅－11

旅費担当
トラベルプラザ

使用欄

With

￥ （￥　　　　　　　　　×　　　　）

金額

自己負担

J-link　　　　　　　　　-000-
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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：「科研費プロ」）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、科研費プロは

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（古いバージョンのブラウザですとログインできない、も

しくはエラーが出る可能性がありますので、科研費プロご利用の前に更新を行ってください）。 

 Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｏｒ バージョン 8.0 以上 

 Microsoft Edge 最新バージョン 

 ＦｉｒｅＦｏｘ 最新バージョン 

 Ｓａｆａｒｉ バージョン 3.0 以上 

 GoogleChrome 最新バージョン 

 

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://www.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 
 「科研費プロ」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 
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１．４．「科研費プロ」による執行状況・残高確認 
「科研費プロ」の特徴は以下の通りです。 

 科研費プロ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。 

 1 つのユーザーＩＤで、補助金分、基金分、一部基金分のいずれ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。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．「科研費プロ」へのログイン 
 

２．１．「科研費プロ」のログイン画面 

 
科研費プロ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．初めて科研費プロにログインした時の操作 
科研費プロ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。過去に科研費プロ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 
科研費プロは学内外を問わずインターネット接続が可能な PC なら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。 

科研費プロ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し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：科研費プロ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、一部基金分の執行状況

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 画面右上部の「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」、「新しいパスワード」を入力し、

「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。 
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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 

クリックするとログイン画面に戻ります 

クリックするとこの画面に戻ります 
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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（代表者、もしくは分担者）の

研究費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・一部基金分のすべて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 執行状況画面切り替えメニュ

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）、「執行状況（科研種別）」（後述の４．５．ご参照）の３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、こ

のボタンで検索出来ます。 

① 
② 

③ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
A 

B 
C 

D 

⑧ 

④ 
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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 表示パターン 「課題＋研究者ごと」と「課題」の選択を変えることで、執行状況の表示内容を切り

替えることが出来ます。「課題＋研究者ごと」のパターンでは分担者単位での執行

状況を表示し、「課題」のパターンでは課題単位の表示になります。 

⑤ 帳票種別 
⑥ 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
出力」ボタンを押下して下さい。 

⑦ 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（※表示パターンが「課題＋研究者ごと」のとき）。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＝「立教テスト」でログインしたケース）。 

・A ： 課題代表分（学内分担者あり） 

・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（分担者なし） 

・D ： 学内の代表者より分担金の配分を受けている課題 

⑧ 「詳細」「支出詳細」ボタン 詳細は「４．２．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（画面表示例は次ページをご覧ください）。 

    

 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。 

 

②クリックすると入出金伝票の詳細画面に切り

替わります 

① クリックすると費目別の執行状況画面に切

り替わります 
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【①費目別の執行状況画面】 

 

 

【②入出金伝票の詳細画面】 

 

 

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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４．３．集計パターン「予定額」「実績額」の切替え 
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、「科研費プロ」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。 

 

 

４．５．執行状況（研究種別）について 
 執行状況画面切り替えメニューにある執行状況（研究種別）は研究費の「切替」をしなくても、選択していない研究

費の執行状況を表示できます。例えば、文科省科研費を選択中に厚生労働省科学研究費の執行状況を確認したい

場合に利用することになります。 
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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 
 平成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、科研費プロでは研究費を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。 

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。 

③ 

⑤ 

② 

④ 

①  
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★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

費プロでは課題の研究期間が終了する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。 

① 

② 

④ 

⑤ 

③ 
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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、課題の採択年度、終了年

度が表示されます。 

③ 研究者 代表者が他大学／他研究機関の場合は代表者の所属と氏名が情報

として表示されます。 

④ 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。 

⑤ 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４．２．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 
「科研費プロ」では文科省、日本学術振興会の補助金分・基金分・一部基金分の科研費と、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・一部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「科研費プロ」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 
「科研費プロ」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（科研費プロには 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「科研費プロ」の画面上部に常に表示されています。 

 
 

※「年度」の指定と研究種目の「基金」「補助金」「一部基金」の自動切り替えについて 

  科研費課題の研究種目（「基盤研究（B）」「基盤研究（C）」「研究活動スタート支援」など）によって

は採択年度によって「基金」「補助金」「一部基金」の種類が異なる場合がありますが、科研費プロで

は各課題の採択年度により研究種目の「基金」「補助金」「一部基金」の種類を自動的に切り替えます

ので、ご自身が執行可能な課題が「基金」「補助金」「一部基金」のどの種類であるかを研究者が個別

に確認もしくは設定する必要はありません。 
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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．初めて科研費プロ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。 

４月１日以降にログインしても昨年度の課題、執行状況しか表示されない場合は、ご自身で「年度」

を切り替える必要があります（自動的に切り替わることはありません）。 
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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、科研費プロ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」のリストから使いたい帳票を選択してください。 

 

 

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＞科研費プロで帳票（印刷物）を使うための要件＞ 

 科研費プロではご自身の課題の執行状況を画面で確認できる他、収支簿などの帳票（印刷

物）を作成することが可能です。 

 科研費プロ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。（帳票の作成・

出力が不要なら、Ｅｘｃｅｌがインストールされていない PC でも科研費プロは使用可能です）。 

 本学は 2019 年 4 月から、日本マイクロソフト社とそれまで（＝2018 年度まで）とは異なる新し

いライセンス契約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

利用頂けるケースがあります。最新の契約内容や、詳細については情報システム課（メディアセ

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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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） 

 

 マイクロソフトライセンス契約概要 

 個人研究費・科研費・個人購入（＝私費購入）したパソコンに加えて、大学所有のパソコ

ンにはライセンス契約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。 

 立教大学の専任教職員であれば、個人購入のパソコンを含めて１５台（内訳は５台の

PC、５台のタブレット、５台のスマートフォンの合計１５台）までマイクロソフトＯｆｆｉｃｅをイン

ストールする事が可能です（兼任講師の方や研究員の方などはインストールできませ

ん）。インストール可能な１５台の明細に校費・私費・科研費の区別は関係ありません。 

 2018 年度までの立教大学ライセンス契約に基づいてインストールを行ったマイクロソフト

Office につきましては現在利用できませんので、必ずアンインストールし、新たに再イン

ストールを行ってください（研究者ご自分で購入したマイクロソフト Office についてはアン

インストール不要です。そのまま継続してご利用ください）。 

契約に基づいてマイクロソフトＯｆｆｉｃｅを新規インストール、再インストールするための具体的な方

法（インストール用 DVD の入手方法など）についても情報システム課（メディアセンター）にご確

認ください。 

→マイクロソフト Office は専用サイトからダウンロードも可能です。専用サイトは spirit の HP に

リンクが記載されております（spirit トップページは https://spirit.rikkyo.ac.jp となります）。 

当マニュアル作成段階では、上記トップページから「メール・パソコン・ネットワーク」－「Office を

利用したい」とリンクをたどることにより専用サイトへのリンクを表示してください。 

 

 ＜重要＞立教大学のライセンス契約により Office が利用できる研究者について 

    立教大学が日本マイクロソフトと締結しているライセンス契約では Office が利用できる研究者 

と利用できない研究者が明記されております。2020 年 4 月段階で、Office が利用できない研究 

者は以下の通りです。 

  名誉教授、特定課題研究員、特別研究員、ＰＤ、兼任講師 

  ※上記職位に該当する研究者であっても、Office が利用可能となる別の立教大学の職位を 

研究者がお持ちの場合は利用可能です（一人の研究者が複数の職位をお持ちの場合、 

Office が利用可能な職位の方が優先されます）。 

     ※立教大学から他大学、研究機関に転籍もしくは退職した場合は、メールを継続して受信可 

能であっても Office は利用できません。必ず Office のアンインストールをお願いします。 
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７．２．収支簿の参照範囲について 
科研費プロ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。科研費プロでは、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。 

 

 

【補足】 受入情報検索結果が１件の場合 

 

 

「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 

（１）対象の課題を１件選んで、左端のチェックをＯＮにします 

（２）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 

（２）そのまま「Excel 出力」ボタンを押下して下さい 

（１）自動的に左端のチェックは ON になっています 
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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。特定の研究者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統合し

て記載されています）。 

＜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。 
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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。 

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） 

 

 

（１）複数の課題に対して左端のチェックをＯＮにします 
（２）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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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。 

 

 

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。科研費プロが推奨しているソフトウェア

は以下のものです（いずれもフリーソフトです）。 

＊Windows：Lhaplus （http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se169348.html） 

＊Mac：Stuffit Expander（http://stuffit-expander.softonic.jp/mac?ab=6） 

 

 

 

 

 

書庫ファイルに格納されている収支簿

のうち、いずれかの Excel ファイルをダ

ブルクリックして下さい。 
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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）」 

 
② 「(Y-1)収支簿（2 ファイル）」 

   

 科研費プロでは、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 つの課題番号で研究費を基金分、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１０

141



142



 

 

 
 
 
 
２ 関連制度等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

５）間接経費等                                     

 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、本学院職位職制規程別表 1(1)に記載されている学部・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、大学予算から年 2 回配分するものです。 
 

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等に報告しています。 
 
！ 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、大学予算から年 2 回イ

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」が適用

されます。 
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