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  平成２４年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金（研究成果公開促進費）） 

データベースの補助事業を遂行するに当たっての留意事項及び関係書類の 

提出について 

 

○補助事業を遂行するに当たっての留意事項 

 

 科学研究費助成事業（科学研究費補助金（研究成果公開促進費））は、国の補助金として、

交付決定後には「補助条件」等に従い適正に補助事業を実施していただく必要があります。 

 以下の記載事項は、「補助条件」に定める事柄について事項別に補足説明したものです。

「補助条件」は補助事業者（以下「代表者」という）が補助事業を遂行するに当たって遵守し

なければならないものですので、「補助条件」と併せて以下の記載事項を確認の上、補助金の

適正な執行に努めてください。 

 

 

１ 総則 

(1) 法令等の遵守について【補助条件:1-1】 

本補助金については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号）」、「同施行令（昭和３０年制令第２５５号）」、「科学研究費補助金

取扱規程（昭和４０年文部省告示第１１０号）」及び「独立行政法人日本学術振興会科学

研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年独立行政法人日本学術振興会

規程第１７号）」等の適用を受けます。 

 

(2) 補助事業者の責務について【補助条件:1-2】 

代表者は、補助金が国民から徴収された税金等で賄われるものであることに留意し、補

助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うよう努めなければなりません。 

また、交付申請書に記載した内容に基づいて補助事業（データベースの作成）を実施す

るとともに、補助金の管理及び補助事業を遂行する上で必要とされる各種手続について

も、適切に行わなければなりません。 

 

(3) 補助金の管理について【補助条件:1-3】 

交付を受けた補助金は、当該データベース作成組織の自己資金の管理用口座とは別に新

たに開設した「補助金専用口座」において、適切に管理しなければなりません。 

なお、補助金専用口座は、当該補助事業の完了時または平成２５年３月３１日のいず

れか早い日までに必ず解約を行わなければなりません。 

また、代表者は、補助金の収支に関する帳簿（研究成果データベースにあっては「収支

簿（様式Ｂ－５１－４）」を、学術誌データベースにあっては「収支簿（様式Ｂ－５１－

５）」）を必ず作成し、補助金の収支状況について適切に管理しなければなりません。 

ただし、代表者が研究機関に所属し、当該研究機関において補助金の管理を行う場合

は、下記(4)の扱いとします。 

 

(4) 研究機関による補助金の管理【補助条件:1-4】 

研究機関に所属し補助金の管理を委任した代表者は、当該研究機関に対し、日本学術振

興会が別に定める「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」に従
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って補助金の管理を行わせるとともに、この補助条件に定める各種事務手続きを、当該研

究機関を通じて行わなければなりません。 

また、この取扱いは代表者が所属する研究機関を変更した場合も同様となりますので、

代表者が所属する研究機関を変更した場合は、当該研究機関の事務担当者に速やかに連絡

をしてください。 

なお、代表者が研究機関に所属しなくなった場合は、上記(3)【補助条件:1-3】のとお

りとします。 

 

 

２ 補助金の使用 

(1) 補助金の公正かつ効率的な使用について【補助条件:2-1】 

補助金の使用に当たっては、公正かつ効率的な使用に努めなければならず、当該補助事

業以外の他の用途への使用、「補助条件」に反する使用をしてはなりません。 

 

(2) 補助金の各費目の対象となる経費（補助対象経費）について【補助条件:2-2、2-3】 

補助事業を遂行するに当たり本補助金により支出できる経費は、以下に示す経費（研究

成果データベースにあっては①～④、学術誌データベースにあっては①～③）のみであ

り、これ以外の経費を補助金から支出することはできません。 
 
＜「研究成果データベース」の作成に係るもの（研究成果データベース作成事業）＞ 

 ○ 研究成果データベースの作成に直接必要となる経費 

① 物 品 費 （消 耗 品 費）   

                  データベース作成に伴い必要となる消耗品を購入するための経費

（例：文房具類（筆記用具、各種用紙類、トナー等）、記録メデ

ィア類（ＣＤ/ＤＶＤ等ディスク、外付ハードディスク、ＵＳＢメ

モリー等）、入力機器周辺器具類（ＵＳＢハブ、ＵＳＢケーブル

等）、入力用ソフトウェア（補助事業期間中のデータ作成補助等

専用のもので、物品として購入されるもののうち、取得価格が１

０万円未満のもの）等）  

② 旅   費 （国内連絡旅費）  

                  データベース作成組織間（作成代表者、作成分担者及び協力者

等）の連絡・打合せのための経費（交通費、宿泊費、日当） 

③ 人件費・謝金  （入力作業協力に対する謝金等） 

                  データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追加・

確認、変換・入力、照合・修正)への協力をする者に係る謝金、報

酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費（研究

機関に所属する代表者が行う研究課題において雇用契約を行う場

合は、研究機関が契約の当事者となること） 

④ そ の 他 （入力作業委託費） 

                  データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追加・

確認、変換・入力、照合・修正）に係る委託業者等への支払いの

ための経費 

                （CD-ROM 又は DVD-ROM 等作成委託費）  

                  データベース公開（配付）のために CD-ROM 等を作成する場合の

CD-ROM 等作成業者への支払いのための経費（マスター（原盤）作
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成代、複製代、ディスク代）等 

                （著作権使用料）  

                  データベース作成及び公開のために使用するデータに係る複製

権、公衆送信権等の対価（使用料）の支払いのための経費 

                （そ  の  他）    

                  複写費、現像・焼付費、通信費（切手、電話等）、運搬費等 

 

＜「学術誌データベース」の作成に係るもの（学術誌データベース作成事業）＞ 

○ 学術誌データベースの作成に直接必要となる経費 

① 物 品 費 （消 耗 品 費）   

                  データベース作成に伴い必要となる消耗品を購入するための経費

（例：文房具類（筆記用具、各種用紙類、トナー等）、記録メデ

ィア類（ＣＤ/ＤＶＤ等ディスク、外付ハードディスク、ＵＳＢメ

モリー等）、入力機器周辺器具類（ＵＳＢハブ、ＵＳＢケーブル

等）、入力用ソフトウェア（補助事業期間中のデータ作成補助等

専用のもので、物品として購入されるもののうち、取得価格が１

０万円未満のもの）等）  

② 人件費・謝金  （入力作業協力に対する謝金等） 

                  データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追加・

確認、変換・入力、照合・修正)への協力をする者に係る謝金、報

酬、賃金、給与、労働者派遣業者への支払いのための経費（研究

機関に所属する代表者が行う研究課題において雇用契約を行う場

合は、研究機関が契約の当事者となること） 

③ そ の 他 （入力作業委託費） 

                  データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追加・

確認、変換・入力、照合・修正）に係る委託業者等への支払いの

ための経費 

                （CD-ROM 又は DVD-ROM 等作成委託費）  

                  データベース公開（配付）のために CD-ROM 等を作成する場合の

CD-ROM 等作成業者への支払いのための経費（マスター（原盤）作

成代、複製代、ディスク代）等 

                （著作権使用料）  

                  データベース作成及び公開のために使用するデータに係る複製

権、公衆送信権等の対価（使用料）の支払いのための経費 

                （そ  の  他）    

                  複写費、現像・焼付費、通信費（切手、電話等）、運搬費等 

 

(3) 補助事業の実施期間について【補助条件:2-4】 

補助事業の実施期間は、平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日までであるた

め、平成２４年度のデータベース作成計画で必要とされるレコードの入力作業は、この

期間内に行わなければなりません。 

なお、データベースの作成に必要な役務の提供又は物品の購入等は、上記期間内に全

て終了しなければならず、また、これらの役務又は物品の購入等にかかる経費の支出

は、実績報告書の提出期限(*)までに行わなければなりません。 

※ (*)下記「４(1)(2)実績報告書の提出期限について」を参照。 
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①補助事業の開始の時期：データベース作成作業の開始日  

②補助事業の完了の時期：データベース作成作業の完了日 

 

(4) 補助金の年度内使用【補助条件:2-5】 

補助金は、平成２４年度の補助事業に対して交付するものであるため、当該年度の事

業の目的・計画に沿って使用しなければならず、補助事業を行う年度（平成２４年４月

１日～平成２５年３月３１日）を超えて使用(*)することはできません。 
 

※ (*)平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までに提供を受けた役務又は

物品の購入等に対しては、実績報告書の提出期限までに、これらにかかる経費を補

助金から支出することができますが、平成２４年４月１日前または平成２５年３月

３１日後に提供を受けた役務又は物品の購入に対しては、これにかかる経費を補助

金から支出することはできません。 

 

(5) 翌年度における補助金の使用（繰越承認手続）【補助条件:2-6】 

代表者は、平成２４年度の補助事業が、交付決定時には予想し得なかったやむを得な

い事由に基づき、当該補助事業が予定の期間内に完了しない見込みとなった場合に、補

助事業の期間を延長し、補助金の全部又は一部を翌年度に使用することを希望する場合

(*)は、平成２５年３月１日までに、様式Ｃ－２６「繰越（翌債）を必要とする理由書」

により、文部科学大臣に対し申請を行い、必要な手続きを経なければなりません。 
 

※ (*)平成２４年度に実施予定としていた事業（例：○○データ入力作業委託等）

を平成２５年度に実施しなければならない事情が生じ、且つ平成２５年度中に当該

事業を完了できることが求められます。 

また、当該事業の繰越承認申請を行う場合は、既に交付している補助金を返還し

なければなりません。 

なお、当該事業の繰越承認申請が認められた場合、返還した補助金は、翌年度

（平成２５年度）に代表者（機関管理となる者の行う事業である場合は、所属機関

の代表者）が交付請求をすることにより再交付されます。 
 

（注意）繰越承認申請にかかる事務手続きは文部科学省で行いますが、代表者は、補助

事業の延長を希望する場合は、速やかに日本学術振興会にその旨を報告してくだ

さい。 

 

 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続き（交付申請書の記載内容の変更に当たっての遵守

事項等） 

  交付申請書の記載内容の変更については、以下のとおり取り扱うこととします。 

 

 (1) 変更できない事項について【補助条件:3-1、3-2】 

○ 研究成果データベース作成事業においては、「種類」、「研究成果データベース作

成の目的・内容」及び「対象分野」を変更することはできません。 

○ 学術誌データベース作成事業においては、「学術誌データベース作成の目的・内

容」を変更することはできません。 

 

 

 (2) 交付申請書の記載事項の変更について【補助条件:3-3】 
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交付申請書に記載の事業計画を、やむを得ない事情により、「補助条件」で定める承

認を得ずに変更できる範囲を超えて変更しようとする場合には、あらかじめ事業計画の

変更承認申請を行い、日本学術振興会の承認を受ける必要があります。 

なお、大幅な変更については、交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあ

ります。                                                                        

＜「承認を得ずに変更できる範囲」＞ 

①  「入力レコード数」及び「データ容量」について、各々５０％未満の増減内で変

更すること 

②  「所要経費」の使用内訳について、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことな

く、各費目の額を交付する補助金の総額の５０％未満（補助金の総額の５０％の額

が３００万円以下の場合は、３００万円まで）を限度として変更すること 

 ただし、「国内連絡旅費」については、当該費目の５０％を限度として変更する

こと 
 

（注意）承認を得ずに上記①～②の範囲を超える事業計画の変更を行った場合は、交付決定

を取り消し、既に交付した補助金の返還を求めることがありますので、必要とされ

る手続きに遺漏がないように努めてください。 

 

(3) 承認が必要な変更について【補助条件:3-4】 

承認を得ずに「データベースの名称」、「データベースの種類・性格」を変更すること

はできませんので、これらの事項に変更の必要が生じた場合には、研究成果データベース

にあっては「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－３）」、学術誌データベースにあ

っては「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－４）」によりあらかじめ事業計画の変

更承認申請を行い、日本学術振興会の承認を受けなければなりません。 

 

 (4) 補助事業の廃止について【補助条件:3-5-1、3-5-2】  

交付決定後の「事業計画の変更」又は「その他の事情」により、補助事業が完了する

前に当該事業の遂行ができなくなった場合は、「補助事業廃止承認申請書（様式Ｃ－５

５－１）」により補助事業の廃止承認申請を行い、日本学術振興会の承認を受ける必要

があります。 

なお、廃止の承認を受けた代表者は、日本学術振興会からの返還命令に基づき、未使

用の補助金を返還するとともに、廃止時までに行った当該事業の事業実績をまとめた以

下の必要書類を日本学術振興会に提出しなければなりません。 

 

「研究成果データベース作成事業」の場合 

①「実績報告書（様式Ｃ－５６－３）」 

②「収支簿（様式Ｂ－５１－４）」の写し 

③補助金専用の管理口座として開設した「預金通帳の写し」 

④「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 
 

「学術誌データベース作成事業」の場合 

①「実績報告書（様式Ｃ－５６－４）」 

②「収支簿（様式Ｂ－５１－５）」の写し 

③補助金専用の管理口座として開設した「預金通帳の写し」 

④「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 
 
（注意）補助事業の廃止後に必要とされる「実績報告書」の提出方法・提出期限は、
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代表者が「①個人管理となる者」か「②機関管理となる者」かにより異なりま

す。 

①個人管理の場合：補助事業の廃止（廃止承認）の日から３０日以内に、日

本学術振興会に実績報告書を提出すること。 

【補助条件:4-1-1】 
 

②機関管理の場合：補助事業の廃止（廃止承認）の日から３０日以内に実績

報告書を作成し、研究機関を経由して日本学術振興会に

提出すること。 

【補助条件:4-1-2】 

 

 (5) 所属する研究機関の変更等について【補助条件:3-6】 

研究成果データベース作成事業において、交付決定後に、代表者が所属する研究機関

を異動または新たに大学等の研究機関に所属することにより、当該研究機関に補助金の

管理を委任する場合、代表者は「代表者所属機関等変更届（様式Ｃ－５９－１）」を作

成し、当該研究機関を通じてその旨を日本学術振興会に届け出なければなりません。 

 

 (6) 代表者の交替等について【補助条件:3-7】 

  「代表者」の交替もしくは「作成組織の名称又は団体名称」に変更がある場合は、「代

表者交替等承認申請書（様式Ｃ－５８）」により、速やかに日本学術振興会の承認を受

ける必要があります。 

  

 (7) 住所等の変更について【補助条件:3-8、3-9】 

○ 研究成果データベース作成事業において、「①作成組織の所在地又は代表者自宅住

所」、「②郵便物等送付先」、「③連絡・照会先（事務担当者）」及び「④経費管理

責任者」が変更となる場合は、代表者はその旨を速やかに日本学術振興会に届け出な

ければなりません。 

なお、代表者の住所が日本国外となる場合には、補助事業を廃止(*)することとなり

ます。 
 

○ 学術誌データベース作成事業において、「①団体所在地」、「②郵送物等送付

先」、「③連絡・照会先（事務担当者）」及び「④経費管理責任者」が変更となる場

合は、代表者はその旨を速やかに日本学術振興会に届け出なければなりません。 

なお、団体所在地が日本国外となる場合には、補助事業を廃止(*)することとなりま

す。 
 
【(参考)平成２４年度公募要領】 

  ＊応募の前に以下の応募資格を満たしていることを確認してください。 

(3)データベース 

①研究成果データベース･･･データベースの作成主体となる個人又は研究者グル

ープの代表者（応募時から補助事業が完了するまで

の間、日本国内に居住している者に限る）。 

②学術誌データベース ･･･データベースの作成事業主体となる学術団体等（所

在地が日本国内にあるものに限る）の代表者。 

  

 (8) 利子の取扱について【補助条件:3-10-1、3-10-2、3-10-3】 

① 生じた「利息(*)」については、２(2)「補助金の各種目の対象となる経費（補助対

象経費）について」のいずれかの経費に充当してください。 
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※「利息(*)」は、補助金専用口座を開設している間に生ずる「預貯金利息」のみ

ならず、口座解約時の「解約利息」を含みます。 

 

   ② 学会等の学術団体が行う補助事業である場合は、上記①に代えて、生じた「利

息」については、２(2)「補助金の各種目の対象となる経費（補助対象経費）につい

て」のいずれかの経費に充当又は学術団体等に譲渡してください。 

 

   ③ 研究成果データベースのうち、研究機関に所属する代表者については、上記①に

代えて、生じた「利息」については、２(2)「補助金の各種目の対象となる経費（補

助対象経費）について」のいずれかの経費に充当又は研究機関に譲渡してくださ

い。 

 

 

４ 実績の報告 

(1) 実績報告書の提出期限について【補助条件:4-1-1】 ※「個人管理」となる者の場合 

代表者は、補助事業の完了の後、平成２５年５月３１日（補助事業を廃止した場合に

は、当該廃止の承認を受けた後３０日以内）までに、以下の必要書類を日本学術振興会に

提出しなければなりません。 
 

「研究成果データベース作成事業」の場合 

①「実績報告書（様式Ｃ－５６－３）」 

②「収支簿（様式Ｂ－５１－４）」の写し 

③補助金専用の管理口座として開設した「預金通帳の写し」 

④「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 
 

「学術誌データベース作成事業」の場合 

①「実績報告書（様式Ｃ－５６－４）」 

②「収支簿（様式Ｂ－５１－５）」の写し 

③補助金専用の管理口座として開設した「預金通帳の写し」 

④「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 

 

(2) 実績報告書の提出期限について【補助条件:4-1-2】 ※「機関管理」となる者の場合 

「研究成果データベース作成事業」のうち、機関管理となる者の行う事業である場合、

代表者は、補助事業の完了の後、平成２５年５月３１日（補助事業を廃止した場合には、

当該廃止の承認を受けた後３０日以内）までに、以下に掲げる「実績報告書」及びその他

関係資料を作成し、所属研究機関に提出しなければなりません。 

①「実績報告書（様式Ｃ－５６－３）」 

②「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 

 

研究機関は、代表者から実績報告に必要な書類を受領した後、別途作成した当該補助事

業にかかる「収支簿」等と、既に代表者から提出を受けた上記の実績報告書等を併せて、

日本学術振興会へ提出することとなります。 

 

(3) 状況報告書の提出期限について【補助条件:4-2】 

代表者は、平成２５年１月１７日までに「状況報告書（様式Ｃ－５７－３）」により、

当該補助事業の進捗状況について、日本学術振興会に報告しなければなりません。 
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ただし、補助事業を完了又は廃止したことに伴い、既に平成２５年１月１７日以前に

「実績報告書」を提出済みである事業の場合は、「状況報告書」を提出する必要はありま

せん。 

 

５ その他 

(1) 作成したデータベースの取扱いの制限について【補助条件:5-1】   

代表者は、補助事業により作成したデータベースを日本学術振興会の承認を得ないで、

補助金の交付の目的に反した使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供してはなりませ

ん。 

 

(2) 法令等の所定の手続きの実施について【補助条件:5-2】 

代表者は、補助事業の実施に当たり、法令、告示、通知等により、承認・届出・確認等

が必要な場合は、所定の手続きを行わなければなりませんので、遺漏のないよう努めてく

ださい。 

 

(3) 関係書類の整理・保管について【補助条件:5-3】 

     次の書類は、代表者が責任をもって、補助金の交付を受けた年度終了後５年間、整理・

保管しなければなりません。 

 (1) 日本学術振興会に提出した書類等の控 

 (2) 日本学術振興会から送付された書類 

 (3) 補助金の収支に関する書類等 

 ① 補助金の収支を記載した帳簿（「収支簿」(研究成果データベースにあっては様式

Ｂ－５１－４、学術誌データベースにあっては様式Ｂ－５１－５)） 

 ② 補助金の支払いに対する契約書、請求書、領収書等 

③ 補助金を預金した通帳（「個人管理」を行う者は、補助事業完了時までに必ず解約

を行うこと。） 

 ④ CD-ROM 又は DVD-ROM 配布先一覧 

 ⑤ 契約書等 

(4) 一般競争入札の実施にかかる書類等（仕様書、見積書、入札公告、入札説明書、入

札書、開札実施結果報告書等の必要書類一式） 

 

６ 補助金交付の表示 

 データベースには、独立行政法人日本学術振興会平成２４年度科学研究費助成事業（科

学研究費補助金（研究成果公開促進費））の交付を受けた旨を、適当な箇所に表示してく

ださい。 

  なお、英文で表示する場合は、次の用語を使用してください。 

 

独立行政法人日本学術振興会：Japan Society for the Promotion of Science（ＪＳＰＳ） 

      科学研究費補助金         ：Grant-in-Aid for Scientific Research（略称「ＫＡＫＥＮＨＩ」） 

     研究成果公開促進費：Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results 
 

７ 以上の事項について違反した場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返

還を求めることがあります。またその場合は、次年度に研究成果公開促進費への応募があ

っても採択しないことがありますので、補助金の適正使用・管理及び必要とされる各事務

手続きについて、遺漏のないよう努めてください。 
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○関係書類の提出について（データベース） 

 

１ 提出書類について 

(1) 交付決定後、補助事業を遂行するに当たって、必ず提出する必要のある書類 

  ○ 実績報告にかかる書類 

＜研究成果データベース＞の場合 

・「実績報告書（様式Ｃ－５６－３）」 ･････ ２部（正本１部・副本１部） 

・「収支簿（様式Ｂ－５１－４）」の写し ･･･ １部 

・「補助金専用の預金通帳」の写し ･････････ １部 

※ 預金通帳の写しは、①通帳表紙、②銀行支店名・口座番号等の記載された

ページ、③金額明細（補助金の受領～口座解約まで）の記載のある全ての

ページが必要となります。 

・「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 

 

＜学術誌データベース＞の場合 

・「実績報告書（様式Ｃ－５６－４）」 ･････ ２部（正本１部・副本１部） 

・「収支簿（様式Ｂ－５１－５）」の写し ･･･ １部 

・「補助金専用の預金通帳」の写し ･････････ １部 

※ 預金通帳の写しは、①通帳表紙、②銀行支店名・口座番号等の記載された

ページ、③金額明細（補助金の受領～口座解約まで）の記載のある全ての

ページが必要となります。 

・「作成したデータベースから出力した任意の１０レコード」 

 

○ 提出期限 

  平成２５年５月３１日 

 

 

(2) 補助事業の遂行に当たって、該当する場合に提出する必要のある書類 

   ①「状況報告書（様式Ｃ－５７－３）」 ･･････････ １部 

※「状況報告書」は、日本学術振興会が、当該年度の各補助事業の進捗状況につ

いて把握するために必要とする重要な書類です。 

※ 「状況報告書」の提出が必要とされるのは、「実績報告書」の提出が平成２５

年１月１７日後となる場合です。それまでに実績報告書の提出が済んでいる場

合は提出する必要はありません。 
 

提出期限 

平成２５年１月１７日 

 

   ②＜研究成果データベース＞ 

    「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－３）」 ････・ １部 

 

＜学術誌データベース＞ 

「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－４）」 ････・ １部 

 

※「事業計画変更承認申請書」は、当初予定をしていた事業計画に変更が生じた

場合に、日本学術振興会の承認を得るために作成する書類です。 

※ 補助条件に記載されている限度を超えて、「入力作業委託費」、「CD-ROM 又は

DVD-ROM 等作成委託費」に変更がある場合は、新たに徴した「見積書（様式Ａ－

５３－４）」を１部添えてください。 
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   ③「補助事業廃止承認申請書（様式Ｃ－５５－１）」 ･････  １部 

※「補助事業廃止承認申請書」は交付決定後に、補助事業の遂行ができなくなっ

た場合に、日本学術振興会の承認を得るために作成する書類です。 
 

   ④「代表者交替等承認申請書（様式Ｃ－５８）」 ･････････  １部 

※「代表者交替等承認申請書」は、交付決定後に補助事業の代表者交替の必要が

生じた場合に、日本学術振興会の承認を得るために作成する書類です。 
         

   ⑤「連絡先等登録票（様式Ｃ－５９－２）」 ･････････････  １部 

※ 「連絡先等登録票」は、交付申請書提出後に、「①作成組織の所在地又は代表

者自宅住所」、「②郵便物等送付先」、「③連絡・照会先（事務担当者）」、

及び「④経費管理責任者」に変更が生じた場合に、その旨を日本学術振興会に

届け出るために作成する書類です。 
 

   ⑥「代表者所属機関等変更届（様式Ｃ－５９－１）」 ･･････ １部 

※「代表者所属機関等変更届」は、以下の事由が生じた場合に、日本学術振興会

に届け出るために作成する書類です。 

・代表者が、新たに研究機関に所属し当該研究機関において機関管理を行う

こととなった。 

・代表者が、所属していた研究機関から別の研究機関に異動となった。 

・代表者が、所属する研究機関を退職し、どの研究機関にも所属せず個人管

理を行う者となった。 
 

   ⑦「データベース公開状況変更報告書（様式Ｃ－６１）」････ １部 

※「データベース公開状況変更報告書」は、交付申請書提出後に、当該データベ

ースの公開状況（公開時期、公開方法等）に変更が生じた場合に、その旨を日

本学術振興会に届け出るために作成する書類です。 

 

提出期限（②～⑦） 

変更等の必要が生じた場合、速やかに提出すること。 

 

【注意事項】 

補助事業完了後、代表者から「実績報告書」の提出を受け、日本学術振興会におい

て当該報告書の内容を精査した結果、「事業計画変更承認申請」又は「代表者交替等

承認申請」が必要な事業であるにも関わらず、適切な承認手続きがなされていない事

業に対しては、「補助条件違反」として交付決定を取り消し、交付した補助金の返還

を求めることがありますので、必要とされる各事務手続きについて遺漏のないよう努

めてください。 

 

 

２ 提出に当たっての留意事項 

〔すべての提出書類にかかる共通注意事項〕 

(1) 作成に当たっては、必ず所定の様式（コピーによる複写は可）を使用し、提出年月日を

必ず記入してください。（様式は改変しないでください。） 

(2) ミスタイプ及び誤記入の場合には、改めて作成し直してください（訂正印及び修正液等

は使用しないでください）。 

(3) 代表者の印は、代表者個人の印を押印してください（団体印及び代表者の職印は押印し

ないでください）。 
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 (4)日本学術振興会に提出する書類は提出前に必ずコピーをとり、保管しておいてくださ

い。 

(5) 「実績報告書」「事業計画変更承認申請書」「補助事業廃止承認申請書」「代表者交替

等承認申請書」を提出する際には、年度当初に提出した「交付申請書」の写しを１部添

付してください。 

なお、年度途中に事業計画変更の承認申請を行った課題である場合は、当該「事業計

画変更承認申請書」も併せて添付してください。 

 

〔個別の提出書類にかかる注意事項〕 

(1) 「実績報告書（様式Ｃ－５６－３）」･･･研究成果データベース 

「実績報告書（様式Ｃ－５６－４）」･･･学術誌データベース 

 

① 交付申請時に提出した「交付申請書」の記載内容に基づき、事業完了後の実績を記入し

てください。 

なお、「平成２４年度所要経費」欄の括弧内には、補助事業に充当した預貯金利息の

額を記入してください。（無利息の口座を使用して管理した等、利息が発生していない

場合、又は利息の金額を学術団体等に譲渡した場合は「０」と記入してください。） 
 

② 「事業計画変更承認申請の有無」欄は、実績報告書を提出する以前に「事業計画変更承

認申請書（研究成果データベースにあっては様式Ｃ－５４－３、学術誌データベースに

あっては様式Ｃ－５４－４）」を提出している場合には、事業計画変更承認申請をした

年月日を記載してください。 

なお、実績報告書を提出する以前に事業計画変更の承認を受けている場合は、変更承

認を受けた事項の欄については変更後の内容に基づき記入してください。 
 

③ データベースには、独立行政法人日本学術振興会より平成２４年度科学研究費助成事業

（科学研究費補助金（研究成果公開促進費））の交付を受けた旨を、適当な箇所に表示

してください。 

なお、英文で表示する場合は、次の用語を使用してください。 
 
独立行政法人日本学術振興会：Japan Society for the Promotion of Science（ＪＳＰＳ） 

      科学研究費補助金         ：Grant-in-Aid for Scientific Research（略称「ＫＡＫＥＮＨＩ」） 

     研究成果公開促進費：Grant-in-Aid for Publication of Scientific Research Results 
 

④ 「実績報告書」の提出にあたっては、①「実績報告書（研究成果データベースにあって

は様式Ｃ－５６－３、学術誌データベースにあっては様式Ｃ－５６－４）」と併せて、

②「収支簿（研究成果データベースにあっては様式Ｂ－５１－４、学術誌データベース

にあっては様式Ｂ－５１－５）」、③「補助金専用の預金通帳」の写し及び④「作成し

たデータベースから出力した任意の１０レコード」を提出してください。 
 

⑤「収支簿」には、平成２４年度に交付を受けた補助金にかかる収支状況のみを取りまと

めてください。 

平成２４年度中にデータベースを作成するに当たり、当該「収支簿」において収支状

況を管理し、日本学術振興会に報告する義務があるのは、交付を受けた補助金にかかる

部分のみであるため、交付を受けた補助金以外の資金を使用して行った事業にかかる支

出状況については、当該「収支簿」に記載しないでください。 
 

⑥ 期限までに提出がない場合、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあり

ますので御留意願います。 
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(2)「状況報告書（様式Ｃ－５７－３）」 

平成２５年１月１０日現在の補助事業の進行状況について作成し、平成２５年１月１

７日までに提出してください。１月１７日までに実績報告書を提出する場合は、提出の

必要はありません。 

 

(3)「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－３）」･･･研究成果データベース 

   「事業計画変更承認申請書（様式Ｃ－５４－４）」･･･学術誌データベース 

 

① 代表者は、「補助条件」に定められた範囲を超えて、交付申請書記載の内容を変更する

必要がある場合には、「事業計画変更承認申請書」を作成し、日本学術振興会の承認を

受けなければなりません。 

なお、承認を受けずに変更した場合には、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求

めることがあります。 
    

② 当該「変更承認申請書」には、変更する事項について変更後の内容のみを記入すること

とし、変更のない事項については記入しないでください。ただし、「平成２４年度所要

経費」の内訳に変更がある場合は、内訳の全ての費目について記入してください。 
 
③ 変更理由はできるだけ詳しく記入してください。 

 
④「補助条件」に定められた範囲を超えて行おうとする変更が「入力作業委託費」、「CD-

ROM 又は DVD-ROM 等作成委託費」の増減を伴う場合は、「事業計画変更承認申請書」とと

もに、新たに徴した「見積書（様式Ａ－５３－４）」を添付し提出してください。 

 

(4)「補助事業廃止承認申請書（様式Ｃ－５５－１）」 

補助事業の完了前に補助事業の遂行ができなくなった場合に提出してください。 

なお、代表者は、補助事業の廃止承認があった後３０日以内に、廃止の時までの当該

補助事業に関する①「実績報告書（研究成果データベースにあっては様式Ｃ－５６－

３、学術誌データベースにあっては様式Ｃ－５６－４）」、②「収支簿（研究成果デー

タベースにあっては様式Ｂ－５１－４、学術誌データベースにあっては様式Ｂ－５１－

５）」、③「補助金専用の預金通帳」の写し及び④「作成したデータベースから出力し

た任意の１０レコード」を提出しなければなりません。 

 

(5)「代表者交替等承認申請書（様式Ｃ－５８）」 

代表者を交代する場合、当該承認申請書は、交替する前の代表者が作成し提出してくだ

さい。 

 ただし、代表者が欠けた（死亡等）場合は、新たに代表者となろうとする者が作成・提

出することとし、速やかに下記「５ 提出先・連絡先」に報告してください。 

また、団体名称又は作成組織の名称に変更がある場合は、変更前の名称により承認申請

の手続きを行ってください。 

なお、交替（変更）する理由については、できるだけ具体的に記入してください。 

 

(6)「連絡先等登録票（様式Ｃ－５９－２）」 

交付申請時に提出した「連絡先等登録票（様式Ａ－５１）」に記載の「①申請団体

（作成組織）の所在地又は代表者自宅住所」、「②郵便物等送付先」、「③連絡・照会

先（事務担当者）」及び「④経費管理責任者」に変更がある場合は、変更が生じた都
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度、速やかに提出してください。 

変更があるにもかかわらず、変更の届出がない場合は、日本学術振興会からの連絡及

び文書の送付ができなくなります。 

 

(7)「代表者所属機関等変更届（様式Ｃ－５９－１）」 

研究成果データベースの代表者が、①所属する機関を異動する場合、②新たに研究機

関に所属することとなり当該研究機関に補助金の管理を委任する場合、又は③研究機関

に所属しなくなった場合には、速やかに届け出てください。 

上記①及び②の場合は、新たに所属することとなった機関を経由して届け出ることと

し、③の場合は、代表者が直接日本学術振興会に届け出てください。 

異動があるにもかかわらず、変更の届け出がない場合は、日本学術振興会からの連絡

及び文書の送付ができなくなります。 

 

(8)「データベース公開状況変更報告書（様式Ｃ－６１）」 

  交付申請書とともに交付内定時に提出した「データベース公開状況報告書（様式Ａ－６

０）」の内容について、公開状況等に変更が生じた場合は、速やかに提出してくださ

い。 

なお、既に提出を受けた「データベース公開状況報告書」に記載されている内容（個

人情報を含む。）については、独立行政法人日本学術振興会のホームページ

（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）上で公表することを予定してお

り、本変更報告書により変更のあった場合は、随時、変更後のものに更新する予定で

す。 

 

３ 提出方法について 

 郵送する場合は、余裕をもって投函し、提出期限までに必ず届くようにしてください。 

 なお、提出封筒の表には、「科学研究費助成事業（科学研究費補助金（研究成果公開促

進費））○○○○書（提出書類の名称）在中」と朱書きしてください。 

 

４ その他 

(1) 「実績報告書（研究成果データベースにあっては様式Ｃ－５６－３、学術誌データベー

スにあっては様式Ｃ－５６－４）」及び「その添付書類（「収支簿」（研究成果データ

ベースにあっては様式Ｂ－５１－４、学術誌データベースにあっては様式Ｂ－５１－

５）、「補助金専用の預金通帳」の写し及び「作成したデータベースから出力した任意

の１０レコード）」の提出があった場合には、その報告に係る事業の成果が、交付決定

の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうか調査し、適合すると認めた

ときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を代表者へ通知します。 

 

(2) 各提出書類の提出期限を遵守しない等、「補助条件」に違反した場合は、交付の決定を

取り消し、補助金の返還を求めることがあります。また、このような場合には、次年度

に研究成果公開促進費への応募があっても、採択しないことがありますので、補助金の

適正使用・管理及び必要とされる各事務手続きについて、遺漏のないよう努めてくださ

い。 

 

５ 提出先・連絡先 

  独立行政法人 日本学術振興会 研究事業部 研究助成第二課 成果公開・普及係 

     〒１０２－８４７２ 東京都千代田区一番町８番地 

                        TEL ０３－３２６３－４９２６、１６９９、４９２０ 

                        FAX ０３－３２６３－１８２４ 


