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志學館大学公的研究費不正防止計画 

 

平成 20 年 10 月 29 日 

不正防止委員会決定 

平成 27 年 3 月 25 日改正 

 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年 2 月 15 日文部科

学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）に基づく体制整備等に係る本学の取扱方針に基づき、適正な管

理を行うため、「志學館大学公的研究費不正防止計画」を次のとおり定める。 

 

１．機関内の学内の責任体系の明確化 

 不正発生要因 実施状況 これからの取組み 

機関内の

責任体系

の明確化 

責任体系への認識が、責任者の交

代や時間経過により低下する。 

・責任体制が明確になるような規

程を制定している。 

・責任体制はホームページ上で公

開している。 

責任体制がより明確になるように

規程を改正する。 

責任者の交代時には、十分な引き

継ぎを行う。 

責任体系に関する周知不足から

経費の管理、執行に対する責任の

認識が低下する。 

・最高管理責任者が定期的に不正

防止への周知を行っている。 

・公的研究費の取扱に関する責任

体系等をホームページ上に公開し

ている。 

前任者から後任者への引き継ぎを

十分に行い、担当部署による説明

を行う。 

責任体系が分かりやすいような形

式を作成しホームページ上に公開

する。 

 

２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

 不正発生要因 実施状況 これからの取組み 

(1)ルールの明確

化・統一化 

・研究費の使用ルールと

運用が乖離している。 

・研究者及び事務担当者

の理解不足によるルー

ルの誤認識、誤運用が行

われる。 

・研究不正について、教員を対象

とする説明を毎年１回開催してい

る。 

・公的研究費を交付された研究者

から確認書の提出を受けている。 

・教職員を対象とする公的研究費

の使用に関する説明会、研修会等

を適宜実施し、使用ルール、関係

ルール等の理解と浸透を図る。 

・事務取扱要領等を基に会計処理

に係る基本的ルールを取りまとめ

たリーフレットを作成し、職員全

員に配布する。 

・公的研究費採択者を対象とする

説明会を実施し、誓約書又は確認

書の提出を求める。 

 

(2)職務権限の明確

化 

事務処理に関する研究

者と事務職員の権限と

責任が明確に定まって

いない。 

「志學館大学科学研究費補助金等

公的研究費事務取扱要領」を制定

している。 

(3)関係者の意識向

上 

・補助金が公的資金とい

う認識が希薄で、研究者

は「自分が獲得した研究

費」事務職員は「預り金」

という意識があり、機関

管理認識が乏しい。 

・公的研究費の研究計画

・教職員全員に３ヶ月に１回以上

のコンプライアンス研修を実施し

ている。 

・新任者に会計処理に係る基本的

ルールの説明を実施している。 
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や契約内容等に対する

履行意識が低い。 

・公的研究費の取扱いに

対する取引業者の認識

が乏しい。 

(4)調査及び懲戒に

関する規程の整備

及び運用の透明化 

・研究費の不正使用発生

時の調査手続き及び不

正使用認定後の懲戒手

続きに関する規程や運

用に係る周知が不十分

である。 

・不正使用に関する通報

者等の保護体制の周知

が徹底されない。 

・教職員に志學館学園コンプライ

アンス・マニュアルを配布し不正

使用に関する通報者等の保護体制

を周知している。 

・「公的研究費の不正使用に係る調

査等に対する取扱い」を作成する。 

・不正告発等の相談窓口及び告発

等の窓口の仕組みについてホーム

ページでの公開を検討する。 

 

３．不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

 不正発生要因 実施状況 これからの取組み 

(1)不正を発生させ

る要因の把握と不

正防止計画の策定 

・不正を発生させる要因

がどのような形で潜在

しているか把握できて

いない。 

・不正防止計画が策定さ

れていない。 

「志學館大学公的研究費不正防止

計画」を策定している。 

不正の発生する要因を研究現場の

事情の把握・分析を行い、研究者

と事務職員間で問題の共有化を進

める方策を検討する。 

(2)不正防止計画の

実施 

・不正防止計画の推進・

実施部署が定められて

いない。 

・最高管理責任者の進捗

管理が不明確である。 

 

不正防止計画推進部署を不正防止

委員会とし、運営会議をもって充

てている。 

 

・総務課において不正発生要因の

洗い出しを実施し、不正防止計画

に反映させる。 

・各部局からの不正防止計画実施

状況報告書の提出を検討する。 

 

４．研究費の適切な運営・管理活動 

 不正の発生する要因 実施状況 対応する計画 

(1)予算執行状況の

把握 

予算執行が年度末に集

中し、研究計画通りの研

究費の使用ができない。 

総務課において執行状況の管理を

行っており、研究者への確認・助

言を行っている。 

・計画と執行状況の把握に努め、

短期間毎に個別に徹底した助言を

行う。 

・年度末の無理な執行を行わない

ように資金の翌年度への繰り越

し、残額の返還についての情報提

供を行う。  

(2)癒着防止への取

組み 

・請求書及び領収書の記

載内容が不十分である。 

・不正な取引に関与した

不正な取引に関与した業者につい

ては、取引停止等の措置を講ずる

ことにしている。 

・取引業者に一定の取引実績や機

関におけるリスク要因・実効性等

を考慮し契約書等の提出を求め
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業者への取引停止等の

処分方針が曖昧である。 

る。 

・物品購入等契約に係る不正取引

に係る処分方針を明確にし、取引

業者に周知する。 

(3)物品 発注・検収制度の理解が

不十分である。 

本学に納品されるすべての物品検

収は、総務課が実施する。 

・物品購入伺いから物品受け渡し

までの流れを、担当職員及び研究

者に徹底する。 

・特殊な役務（データベース、プ

ログラム、デジタルコンテンツ開

発・作成、機器の保守・点検等）

は作業前と作業中の写真の提出等

の提出を義務付ける等ルールを検

討する。 

・換金性の高い物品(パソコン、タ

ブレット型コンピュータ、デジタ

ルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、

録画機器、金券類等)の管理方針を

検討する。 

(4)旅費 ・出張申請と精算書の作

成の理解が不十分であ

る。 

・旅費の精算が旅行終了

後、長期間行われない場

合がある。 

・出張者は、研究打合せ等の要務

の場合、出張復命書に打合せ相手

方の所属・氏名を記載する。 

・学会等の用務の場合、大会要旨

や当日配布される資料の一部を添

付する。 

・総務課は、上記に基づき事実確

認を不定期に実施する。 

・旅費の精算は旅行後１週間以内

に提出するようになっている。 

会計処理に係る基本的ルールを取

りまとめたリーフレットに出張申

請及び精算書作成についての記入

例を盛り込む。 

(5)謝金 ・非常勤雇用者及びアル

バイトの賃金・謝金等の

手続方法の理解が不十

分である。 

・非常勤雇用者及びアル

バイトのカラ雇用が発

生する。 

・研究代表者により立替

払いが行われる。 

・総務課が執務場所に赴き、出勤

表と照合して勤務確認を行う。 

 

・出勤表には、研究者と勤務者双

方の印鑑を押印させる。 

・謝金は勤務者の銀行口座に直接

振り込むようにする。 

・謝金実施に関する伺いを事前に

届け出ることとし、伺いの決裁及

び処理手続きは速やかに行う。ま

た実施者に対して、業務の内容や

支払い金額を事前に説明する。 

・立替払いでの支払は、特別な事

由がない限り行わない。なお、実

施する場合には、受領者が謝金等

を受領したことを明らかにする書

類を徴収する。 
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５．情報発信・共有化の推進 

 不正の発生する要因 実施状況 対応する計画 

(1)相談窓口 

(2)通報窓口 

 窓口の設置をホームページで

公表している。 

相談窓口、案内窓口、通報窓口等につ

いてのリーフレットを作成する。 

(3)不正への取組に

関する機関の方針

の外部への公表 

不正への取組みに関す

る機関方針等の外部へ

の公表が不十分である。 

「行動規範」「管理・運営体制」

「不正防止計画」「相談窓口」

についてホームページで公開

している。 

今後改正する規程等や通報窓口、処分

（取引防止等の取扱いを含む）、機関

における諸手続きの公開範囲や方法

を検討する。 

(4)理解度の確認 使用ルール等について

の理解が不十分である。 

教職員に対し３ヶ月に１回以

上コンプライアンス研修を実

施している。 

・研究者に対する個別説明を強化す

る。 

・実効性のあるコンプライアンス研修

のあり方を検討し、受講管理を徹底す

る。 

 

６．モニタリングの在り方 

 不正の発生する要因 実施状況 対応する計画 

(1)機関全体の視点

からのモニタリン

グ及び監査制度の

整備 

時間や制度の変更によ

り、モニタリング及び監

査の形骸化が起こる。 

経理監査は総務課が年２回行

っている。 

 

経理監査を行う総務課と不正防止委

員会との連携を強化し、より効果的か

つ実効性のある監査及び検証を行う。 

(2)内部監査体制の

不備の検討 

 公的研究費の執行に係るモニタリン

グ及び内部監査結果が、最高管理責任

者に伝わる体制を作る。 

(3)連携の強化  法人監査室が年１回以上監査

を行っている。 

監査は、必要に応じて会計監査人と連

携し実施することを明記する。 

 

 

 

 


