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川崎医療福祉大学科学研究費事務執行要領 

 

 

１ 川崎医療福祉大学（以下「本学」という。）における学術研究助成基金助成金、科学研究費補助金

及び厚生労働科学研究費補助金（以下「科研費」という。）の執行については、文部科学省及び厚生

労働省等関係省庁並びに独立行政法人日本学術振興会（以下「交付機関」という。）の科研費取扱規

程その他関係法令に定めるもののほか、この要領による。 

２ 研究代表者等及び科研費事務担当者は、科研費の使用に当たり、交付申請書記載の研究目的以外の

ものや、研究と直接関係ないものへの使用が行われた場合は、「補助金の返還命令」、「一定期間の応

募資格の停止」、「刑事罰」などが課されるものであることを十分に認識し、目的外使用にならないよ

う注意しなければならない。 

３ 研究代表者等が交付を受けた科研費の管理は、次のとおり行う。 

(1) 科研費のうち、直接経費の管理は、事務部庶務課（以下「庶務課」という。）が行う。 

(2) 科研費のうち、間接経費の管理は、学校法人川崎学園（以下「学園」という。）大学事務局経理

部（以下「経理部」という。）が行う。 

４ 科研費の支出について 

(1) 使用できる期間 

新規採択課題は内定通知受領後から、前年度から継続する研究課題は４月１日から、翌年３月31

日までとし、支出が年度末に集中することのないよう留意しなければならない。ただし、科研費の

次年度繰り越しが可能な研究課題については、この限りではない。 

(2) 支出開始時期 

交付決定通知後、大学へ科研費が送金され、その後に支払いを開始することができる。補助金交

付までの間は、学園より借り受けた立替用資金からの支払い又は研究代表者等による一時立替払い

等の方法で研究を進めることができる。ただし、その場合も本執行要領に従い適切に執行しなけれ

ばならない。 

５ 科研費の管理口座の開設について 

(1) 科研費の預金口座は、決済専用の口座とし、出納責任者名で開設する。 

(2) 開設に要する費用は、間接経費（管理部門）から支出する。 

６ 科研費の請求手順について 

科研費の具体的な請求の手順については、別に定める「請求手順」による。 

７ 出張の手続き等について 

(1) 学内の研究代表者等の出張の手続きは、学園が定める出張の手続き方法により、決裁を得ること。 

(2) 他の研究機関に所属する研究者に出張を依頼する場合は、あらかじめ学長から出張を依頼する者

の所属機関の長等に出張依頼書を送付し、承諾を得なければならない。 

(3) 出張を依頼される者が、研究機関に所属しない者の場合には、出張を依頼される者本人宛に出張

依頼書を送付すること。 

(4) 旅費を受給して出張した者は、当該出張の日程、目的等を記載した「出張報告書」を作成し、庶

務課へ提出しなければならない。なお、科研費の研究成果の発表を行った場合は、科研費による研

究との関連が明らかになるように、発表スケジュールの入ったプログラムの写しや抄録等を添付す

ること。 

８ 旅費の計算  
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(1) 旅費は、採択された研究課題の研究計画上直接必要な国内旅行及び外国旅行を対象とし、算定に

あたっては、シーズン別特急料金、乗継割引、往復割引を適用し、最も経済的な通常の経路及び方

法により旅行した場合の旅費により計算すること。国内旅費の特別車両料金(グリーン料金)は支出

できないものとする。 

(2) 日当・宿泊料は別表１（国内旅費の日当及び宿泊料）及び別表２（外国旅費の日当及び宿泊料）

のとおりとする。ただし、間接経費の管理部門の日当・宿泊料は、「川崎学園出張・旅費規程」を

適用する。 

(3) 旅費計算の起点は、原則として、学内研究者は学園（松島）とし、学外研究者は所属する研究機

関の最寄駅とする。終点は、原則として、目的地の最寄駅（目的地が東京都区内の場合は東京駅）

とする。 

(4) 東京都区内、○○市内等の地区内を巡回する場合の電車賃、バス賃、タクシー代等は、必要と認

められた場合に限り、これに要した実費のみを支出すること。 

(5) 出張先の地区内（例えば東京の場合、東京都区内）を移動するための電車賃等は日当に含まれる。

ただし、最寄り駅から目的地までの距離が10ｋｍ以上ある場合は、最も経済的な通常の経路及び方

法により算定した旅費を支給する。 

(6) 学外研究協力者等への旅費については、所得税を源泉徴収するため、「報酬、料金、契約金及び

賞金の支払調書」についてあらかじめ庶務課へ確認すること。なお、経費は「旅費」として取り扱

う。 

(7) 航空機については、鉄道距離に換算し片道1千㎞以上の場合、又は、出張の内容及び日程並びに

当該出張に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法に

該当する場合は利用できる。また、航空機を利用する場合は、原則として最下級の通常運賃を上限

として支給する。 

(8) 航空機を利用した場合は、領収書と搭乗券の半券を提出すること。外国出張の場合は、請求書

（見積書）等内容を証明する書類を添付すること。 

(9) 外国出張の場合、ツアー等宿泊費が含まれるパックを利用し出張した場合の宿泊費については、

別表２（外国旅費の日当及び宿泊料）に定める額を上限として、実費を支給する。 

(10) 外国旅費等を計上する場合には、その目的（見込まれる成果を含む）、訪問機関名及び訪問者名

を具体的に明記した旅行行程表を添付しなければならない。 

〔国内旅費の算出〕 

 川崎学園関係者 

（運賃＋特急又は急行料＋座席指定料）＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数）＝国内旅費 

学外研究協力者等（川崎学園関係者を除く） 

（（運賃＋特急又は急行料＋座席指定料）＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数））÷（100-所得税

率）％＝国内旅費 

 学外研究協力者等とは、川崎学園教職員、科学研究費で定形的用務のために雇用されている者以外を

指す。 

 

① 運 賃 

研究代表者等の国内における出張及び出入国等のために要する旅客運賃。 

② 特別急行料金・急行料金等 

特別急行料は片道100km以上、急行料は片道50km以上の場合にのみ支出できる（座席指定料を含

む。）。 
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③ 特別車両料金（グリーン料金） 

支出できない。 

④ 日 当 

旅行中の昼食及びこれらに伴う諸雑費、並びに出張先の地区内を移動する場合の交通費等を賄う

ための旅費である。 

１日の行程が鉄道100㎞以上、水路50km以上、陸路25㎞以上の旅行の場合は、日当を支給する。 

支給単価は、別表１（国内旅費の日当及び宿泊料）のとおりとする。なお、任地を出発する日か

ら日本を出国する日の前日までの日当、並びに日本入国の翌日から任地に帰着する日までの日当は、

別表１を適用すること。 

⑤ 宿泊料 

研究代表者等の国内における出張に要する宿泊料、又は、任地を出発する日から日本を出国する

日の前日までの宿泊料、並びに日本入国日から任地に帰着する日の前日までの宿泊料。 

支給単価は、別表１（国内旅費の日当及び宿泊料）のとおりとする。 

なお、出張先で、知人宅、大学のゲストハウス、共済組合の施設など規程の宿泊料より安価な料

金の施設に宿泊した場合は、宿泊料の実費を支出する又は支出しないことができる。 

寝台料は支給できないが、車中泊の場合は（乙地）として支給することができる。 

〔外国旅費の算出〕 

 川崎学園関係者 

（運賃＋急行料等）＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数）＋（雑費）＝外国旅費 

学外研究協力者等（川崎学園関係者を除く） 

（（運賃＋急行料等）＋（日当×日数）＋（宿泊料×夜数）＋（雑費））÷（100-所得税率）％＝外

国旅費 

 学外研究協力者等とは、川崎学園教職員、科学研究費で定形的用務のために雇用されている者以外を

指す。 

① 運 賃 

研究代表者等の日本を出国する地から日本へ入国する地までの運賃。 

航空賃、船舶運賃、鉄道賃等交通機関を利用する経費は経済的経路による通常運賃で支出するこ

と。 

② 急行料金等 

鉄道運賃の内、運賃の他に急行料金、寝台料金等を必要とする場合には当該料金を支出できる。 

③ 日 当 

研究代表者等の日本を出国する日から日本へ入国する日までの日当。原則として、別表２（外国

旅費の日当及び宿泊料）の額を上限とする。 

④ 宿泊料 

研究代表者等の日本を出国する日から日本に入国する日の前日までの宿泊料。原則として、別表

２（外国旅費の日当及び宿泊料）の額を上限とする。ただし、船舶を利用する場合は、船舶運賃に

含まれる宿泊料、食事代相当額を減額したものとする。 

⑤ 雑 費 

予防注射、査証手数料、空港使用料及び燃油特別付加運賃並びに入出国税の実費等を支出できる。 

なお、外国在住の研究協力者に係るものは支給できない。 

〔外国旅費（招へい）の算出〕 

 （運賃）＋（滞在費×日数）＋（雑費）＝外国旅費 
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① 運 賃 

招へい研究者の外国に居住する地から日本に入国する地及び日本の出国地から外国に居住する地

までの運賃。 

航空賃、船舶運賃、鉄道賃等交通機関を利用する経費は経済的経路による通常運賃で支出するこ

と。 

② 滞在費 

招へい研究者の入国の日から帰国の日までの日当及び宿泊料を滞在費とする。 

原則として別表１（国内旅費の日当及び宿泊料）の額を上限とする。なお、外国に居住する地か

ら入国日の前日まで及び帰国日の翌日から帰着するまでの日当、宿泊料については、別表２（外国

旅費の日当及び宿泊料）の額を上限として支給することができる。 

③ 雑 費 

予防注射、査証手数料、空港使用料及び燃油特別付加運賃並びに入出国税の実費についてのみ支

出できる。 

９ 謝金について 

(1) 謝金とは、当該研究を遂行するための資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、ア

ンケートの配布・回収、研究資料の収集、社寺・仏閣等で資料を閲覧した場合等、当該研究のため

に協力を得た人への謝礼に要する経費とされている。 

(2)学園が契約している労働派遣業者から派遣を受ける場合、それに係る費用を支出することができ

る。 

(3) 謝金の単価は、原則として別表３（諸謝金の単価）に定めた額とする。ただし、労働者派遣業者

から派遣を受ける場合の単価については、別に定める「国庫補助金・委託費等公的研究費による

派遣職員に関する規程」を適用する。 

(4) 研究協力者が、研究室等に一定期間出勤して定型的な用務を行う場合には、「出勤簿」を整備し

なければならない。なお、原則、謝金とは別に通勤手当等を支出することはできない。 

(5) 講演謝礼や翻訳・校閲については、実施した結果としての議事録や成果物の提出を求めること。 

(6) 謝金等の支払いに際して、所得税を源泉徴収しなければならない場合があるため、「給与所得者

の扶養控除等（変更）申告書」、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてあらかじめ庶

務課へ確認すること。 

10 立替払いについて 

本執行要領４(2)に定める科研費交付前の一時立替払いの他、研究代表者等が図書等特殊な研究用

物品を遠隔地で購入する場合や、謝金を支払う必要が生じた場合等、やむを得ない理由により緊急に

科研費の支出を必要とする場合には、研究代表者等において、立替払いをすることができる。 

11 クレジットカードの使用について 

(1) クレジットカードの使用については、原則として学園が定める「クレジットカード使用に係る取

扱要領」による。ただし、以下の例では使用が可能なことがある。 

① 外国で調査研究を行うにあたり、緊急に必要となった経費を支払う場合 

② 外国での研究成果の発表に係るもの（学会参加費、国際会議の登録料、外国雑誌への論文投稿

料等）又は外国の団体が主催する日本国内で開催される学会の参加費等のうち、カードによる支

払いを求められる場合 

③ インターネットにより購入するもので、カードでしか支払いができない場合 

④ 安価な航空券を入手するためにインターネットを利用する場合 

(2) カードを使用する場合は、カードの使用を予定する段階で、庶務課担当者に連絡すること。 
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(3) カードの使用は、研究代表者等本人名義のカードに限り使用することができる。 

(4) カードの使用は、科研費の次年度繰り越しが可能な場合を除き、銀行口座からの引き落とし日が、

当該年度末日までのものに限るものとする。 

(5) カードを使用した場合に必要となる書類 

① カードを使用しなければならない理由書（「科学研究費支払依頼・請求書」に理由を明記。航

空券購入の場合は不要） 

② カード会社から送られてくる利用明細書（請求書）の写し、又は、領収書。ただし、明細が不

明な場合は、カードを使用した際に発行される利用明細書の写しの提出を求めることがある。 

12 設備備品等の寄付について 

(1) 研究代表者等が、設備備品等を購入した場合は、学長は、研究代表者等に代わり学園に寄付の申

し込みを行うこととし、これに係る事務処理については、事務部庶務課が行うものとする。 

(2) 寄付された設備備品は、学園が定める「備品等管理要領」及び「公的研究費（科学研究費補助金

等）で購入した備品に関する申し合わせ」により、科研費等により購入したものである旨を記し、

学園の設備備品として登録し、備品番号を付して適正に管理しなければならない。 

(3) 購入した設備備品は、各研究代表者等個人のものではなく、学園の所有物となるので、その管理

について十分注意を払わなければならない。 

(4) 直ちに寄付することにより、研究遂行上支障が生ずる特別な理由がある場合には、事前に交付機

関の承認を受けて、研究遂行上支障がなくなるまでの間、寄付を延期することができる。 

(5) 研究代表者等が補助事業遂行期間中に、他の研究機関に所属することとなる場合であって、研究

代表者等が、新たに所属することとなる研究機関において当該設備備品等を使用することを希望す

る場合には、学園は当該設備備品等を研究代表者等に返還することとする。 

13 関係書類の整理保管について 

(1) 庶務課及び経理部は、補助金の執行に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた年度又は補助

事業期間終了後５年間保管しなければならない。 

① 交付機関に提出した書類の写 

② 交付機関から送付された書類 

③ 補助金の使用に関する書類 

ｱ) 収支簿 

ｲ) 預貯金通帳、送金記録等 

ｳ) 経費が適切に使用されたことを証明する書類 

（領収書、見積書、納品書、請求書、契約書、設備備品等の調達・管理に関する書類、出張命令

伺、出張旅費請求書、出張依頼書、承諾書、出張報告書、出勤簿等謝金に関する書類、議事要旨

など） 

(2) 証憑類の整備について 

領収証等の証憑書類の整備にあたっては、以下の点に留意しなければならない。 

① 証憑書類には、それぞれ宛名欄に研究者の氏名を明記すること。（所属、研究者氏名） 

② 研究分担者の場合は、研究者の氏名の他に、必ず研究代表者氏名を明記すること。 

③ 品名、数量は、具体的に記入すること。（書籍の場合は書名を明記する。） 

④ 備品等は型番・記号だけでなく一般的によくわかる品名を明記すること。 

14 内部監査について 

(1) 特別監査において、設備備品等は現物の有無及び使用状況など、事実関係を厳密に確認するとと

もに、写真撮影により記録すること。 
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15 その他の留意点 

(1) 科研費は税金で賄われていることに留意し、必要最低限にとどめること。 

(2) 研究遂行のために行う会議での食事費用については、その他（会議費）として、１回、１人当た

り1,200円（税別）を支出の上限とする。 

(3) 会議費の支出については、開催日、会場、出席者、会議内容等を記した会議記録の提出を要する。 

(4) 研究協力を得た者に対して、謝意を表すために安価な謝礼品を渡すことは可能であるが、手土産

代は支出できない。 

16 この要領の改廃は、起案により行う。 

 

附 則 

この要領は、平成19年９月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成21年９月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成22年12月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成24年４月１日より施行する。 

附 則 

この要領は、平成25年４月１日より施行する。 
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【別表 l 国内旅費の日当及び宿泊料】 

                         （単位：円） 

職名 日当 
宿泊料 

甲地 乙地 

教授、准教授、 

非常勤講師 
3,000 12,000 11,000 

講師 2,500 10,500 9,500 

助教、その他の者 2,000 9,000 8,000 

 

表中の甲地とは次の地域とし、乙地(車中泊を含む)とは、甲地以外の地域とする。 

 

 東京都   特別区(23 区)、 

 神奈川県  横浜市 

 愛知県   名古屋市 

 京都府   京都市 

 大阪府   大阪市 

 兵庫県   神戸市 

 福岡県   福岡市 

 

 

【別表 2 外国旅費の日当及び宿泊料】 

                         （単位：円） 

職  名 
日当及び宿泊料 

指定都市 甲地方 乙地方 丙地方 

教授、准教授 
日当 

宿泊料 

 7,200 

22,500 

 6,200

18,800

 5,000

15,100

 4,500 

13,500 

講師、助教、助手、

技師または相当者 

日当 

宿泊料 

 6,200 

19,300 

 5,200

16,100

 4,200

12,900

 3,800 

11,600 

上記以外の者 
日当 

宿泊料 

 5,300 

16,100 

 4,400

13,400

 3,600

10,800

 3,200 

9,700 

注） 

・ 表中に揚げる額は、上限額であり、これを下回ることはできる。 

・ 1 日において、日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合には、最後に滞在（日本への

帰国は含まない）する地域の額とする。 

・ 船舶又は航空機による旅行の場合、日本を出発し外国に到着していない日及び外国を出発し

た日と同一ではなく日本に到着した日の日当の額は、丙地方の額とする。（日本を出発した日

に外国に到着した場合は、到着地の日当、宿泊料を適用し、外国を出発した日に日本へ到着

しない日の日当は、出発地の日当を適用する。） 
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・ 機中泊の場合は、宿泊料は支給しない。 

・ 表中の指定都市、甲地方及び丙地方とは次の地域とし、乙地方とは、指定都市、甲地方、丙

地方（機中泊含む）以外の地域とする。 

・ 表中の単価には、所得税は含まず。 

 

 

1. 指定都市 
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、リヤド及びアビジャンの地域

とする。 

  

2. 甲地方 
北米地域 

北アメリカ大陸（メキシコ以南の地域を除く）、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸

島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ（西インド諸島及びマリアナ諸島（グアムを除く）

を除く） 

 欧州地域 

ヨーロッパ大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフス

タン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及び

ロシアを含み、トルコを除く）、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並

びにそれらの周辺の島しょ（アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む） 

中近東地域  

アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シ

リア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ 

 ただし、 

  アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、  

カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、

チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・

ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、

ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。 

 

3. 丙地方 
 アジア地域（日本を除く） 

  アジア大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、

キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及

び 2の中近東地域に定める地域を除く）、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボル

ネオ並びにそれらの周辺の島しょ 

 中南米地域 

 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれ

らの周辺の島しょ 

 アフリカ地域 

 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺

の島しょ（アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く） 

 南極地域 

 南極大陸及び周辺の島しょ 

 ただし、 

インドシナ半島（シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む）、インドネシア、

大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除

いた地域とする。 
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【別表 3 諸謝金の単価】 

 

用務内容 職種 対象 単価（円） 摘要 

定形的な用務を

依頼する場合 
 1 時間当たり 1,030 実験補助、研究資料整理等 

※本謝金単価には、所得税を含む。   

用務内容 職種 対象 単価（円） 摘要 

研究支援、研究

補助を依頼する

場合（実験助手、

研究資料等の解

析等） 

医師 

１回当たり 

14,100 医師以上の者または相当者  

技術者 7,800 

大学（短大を含む）卒業者又

は専門技術を有する者及び相

当者 

研究補助者 6,600 その他 

講演、討論等研

究遂行の上で学

会権威者を招聘

する場合 

教授 

1 時間当たり

9,300 教授級以上または相当者 

准教授 7,700 准教授級以上または相当者 

講師 5,100 講師級以上または相当者 

翻訳、校閲（本

業でない者に依

頼した場合） 

 

翻訳 

1 貢当たり 
4,800 翻訳：日本語 400 字/貢 

校閲 

１貢当たり 
2,600 校閲：外国語 300 字/貢 

治験等のための

研究協力謝金 
 １回当たり 1,000 

治験、アンケート記入などの

研究協力謝金については、 

協力内容(拘束時間等)を勘案

し、常識の範囲を超えない妥

当な単価を設定すること。 

なお、謝品として代用するこ

とも可(その場合は消耗品費

として計上すること) 

※本謝金単価には、所得税を含まず。 

 上限を超えて単価を設定する必要がある場合、理由書(様式自由)を提出すること。 


