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 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）（以下「本事

業」という。）は、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が定めた「若

手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）実施要項」（別添

参考①）、及び別途締結する「業務委託契約書」のほか、本手引に基づき実施してくだ

さい。 

 

１ 事業の概要 

  

1-1 趣 旨 

 

本事業は、研究生活の初期段階にある我が国の若手研究者（博士課程・修士

課程に在籍する大学院学生、ポスドク、助教等）に対して、海外の大学等の教

育研究活動への参加を通じて、広範な基礎的・革新的学術情報、特殊技能・技

術、より高度の学術論文作成力及び外国語による研究発表能力などを獲得させ、

我が国における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養成するこ

とを目指しています。 

 

この目的達成のため、我が国の大学が、組織的な事業運営体制のもと、一つ

ないし複数の海外パートナー機関（大学、研究機関、企業等）と組織的に連携

し、若手研究者が海外において一定期間教育研究活動に参加するための優れた

プログラムの構築とその実施に要する経費を支援するものです。 

 

本事業は、独立行政法人日本学術振興会法第三条「学術に関する国際交流の

促進」及び第十五条第三項「海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れそ

の他学術に関する国際交流を促進するための業務を行うこと。」並びに業務方法

書第五条第五項「国際研究集会の支援その他学術の国際交流の促進に必要と認

められる業務」に基づき行う事業です。 

 

本事業は、各機関が「若手研究者の海外派遣」、「海外パートナー機関との共

同企画」、「その他の活動」の３つの方法により実施しますが、特に下記の点に

は充分留意するようお願いします。 

 なお、事業趣旨に合致していないと振興会が判断した場合は、実施計画の修

正等を指示することがあります。 

   

  ① 我が国における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者の養

成を目指し、組織的・計画的に学術国際交流・人材育成に取り組むこと。 
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   ※主担当教員個人又はグループによる研究活動ではなく、大学等機関で

組織的に事業を推進すること。 

   ※海外パートナー機関とも組織的な連携がとられていること。 

 

② 本事業により海外パートナー機関との間で形成したネットワークを維

持・活用・発展させ、将来的には海外パートナー機関から若手研究者の受

入等を行うなど、双方向的な交流への発展が期待できるようになること。 

 

③ 活動成果等について、日本語及び英語（あるいはその他の外国語）に

よって社会に対して積極的に公表等を行うこと。 

 

1-2 事業実施の枠組み 

 

 1-2-1 実施期間 

 

  実施期間は、採択時に決定された期間とし、原則として事業開始月から

５年間（６０月）です。ただし、事業開始から２年経過後を目安に中間評

価を実施し、事業継続の可否を評価します。 

 

  なお、実際の経費の執行については、会計年度単位（事業開始日から翌

年３月３１日まで）となります。 

 

 1-2-2 実施体制 

 

(1) 受託機関 

    受託機関とは、事業実施の中核となる大学等学術研究機関又はその部局

であり、事業実施を統括し、実施計画の策定、資金の管理、研究交流の実

施、実施報告等の責任を負います。受託機関の変更は認められません。    

受託機関は、担当教員と担当職員を定めます。 

 

 ① 担当教員 

実施計画の策定、実施、協力機関・海外パートナー機関との連絡調整、

実施報告に従事する者のことです。資金の管理についても責任を持ちま

す。受託機関に所属する常勤の研究者とします。助教は担当教員にはな

れません。 
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なお、担当教員の中から主導的な役割を担う主担当教員を１名選任し

てください。 

 

 ② 担当職員 

実施計画の策定、実施、協力機関・パートナー機関との連絡調整、実

施報告に際して担当教員と協力して従事する者のことです。資金の管理

について主たる責任を負います。 

受託機関に所属する常勤の事務職員とします。 

なお、担当職員の中から主導的な役割を担う主担当職員を１名選任し

てください。 

 

(2) 若手研究者 

博士課程・修士課程に在籍する大学院学生、ポスドク、助教などのこ

とです。 

助教及びポスドクについては、自らの教育研究活動を行うだけでなく、

本事業で海外パートナー機関に派遣されている大学院学生に対するメン

ター的役割を担うことが期待されます。 

 

 (3) 協力機関 

    協力機関とは、受託機関に協力して、事業の実施に参加する大学等学術

研究機関又はその部局のことです。研究者個人が参加するのではなく、機

関（部局）間で協力体制がとれていることが必要です。 

 

(4) 海外パートナー機関 

    海外パートナー機関は、本事業の趣旨に合致している限りにおいて、大

学・研究所・民間企業の種別を問いません。協力機関の数も問いません。

ただし、民間企業の営利活動に資する活動を行うことはできません。 

    受託機関と海外パートナー機関との間でのマッチングファンドは必須

ではありませんが、本事業は双方向的な交流を期待していますので、順次

マッチングファンドを進めていくことが望まれます。  

 

1-3 実施方法 

 

 採択された事業名の下、「若手研究者の海外派遣」と「海外パートナー機関と

の共同企画」、「その他の活動」の組み合わせにより効果的かつ組織的に実施し

てください。 
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(1) 若手研究者の海外派遣 

海外パートナー機関での海外研鑽に資する活動（単位取得、外国語に

よる学術論文作成、口頭研究発表、実験、インターンシップ等）のため、

若手研究者を派遣するもの。 

 

 (2) 海外パートナー機関との共同企画 

    短期間の共同企画（コロキウム、ポスター発表等）の開催。企画の開

催地は国内外を問いません。 

 

  (3) その他の活動 

     上記(1)～(2)に該当しないもので、事業の実施に際して、特に必要と

認められる活動については、あらかじめ振興会に相談してください。 

 

    

２ 実施上の留意事項 

 

2-1 若手研究者が海外渡航する場合の留意事項 

 

 査証の必要の有無、調査研究のための許可の取得の有無の確認、海外旅行傷

害保険への加入など、必要な手続を遺漏の無いように行ってください。 

 特に、下記事項を渡航者本人に対して事前に十分指導しておいてください。 

 ・現地での安全確保の方策 

 ・現地で事故・災害にあった場合の対策 

 ・パートナー機関の在籍者としての学事上必要な手続 

 

2-2 共同企画開催時の留意事項 

 

 (1) 事業名等の明記 

共同企画のタイトル並びにポスター等の広報物やプロシーディングス

等出版物などに、下記の例を参考に振興会名（ロゴマーク含む）、事業名等

を明記してください。 

   （例）独立行政法人日本学術振興会   

      第１回◇◇◇◇◇（研究課題名等）セミナー 

      JSPS International Training Program (ITP) 

        The First ◇◇◇◇ Seminar 
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(2) 国際学会との連携等 

国際学会に分科会として連携させることもできます。これは、若手研究

者に国際的な経験の機会を与えるだけでなく、本事業への多方面からの意

見・検証の獲得、共同企画への良質な参加者の誘引等を考慮したものです。 

 

その際には、若手研究者が単なる聴講者ではなく、しかるべき役割を持

って企画に貢献できるようにすることが期待されます。 

 

この場合にも、当該国際学会の看板、ポスター、web ページ等の広報物

や、プロシーディングス等出版物などに本事業による支援を受けているこ

とを明記してください。 

 

また、日本における他の補助金事業等（例：グローバルＣＯＥプログラ

ム）によるセミナーと連携させることもできます。同様に本事業名等を明

記してください。この場合、他資金との間に明確な経費区分をするよう配

慮してください。 

 

 (3) 外国からの参加者 

海外パートナー機関からの参加者に対する旅費・滞在費は、本事業によ

り経費負担をすることができません。 

 

 (4) 開催内容の公開 

共同企画終了後は、プロシーディングス等の開催内容や成果を、ホーム

ページ等に掲載し、広く公開してください。 

 

 (5) 振興会役職員の出席 

一定規模以上の共同企画（外国からの参加者があるもの、成果の中間発

表や最終発表のものなど、公開の企画が望ましい。）については、ご要望に

応じて、振興会からあいさつ又は実施状況把握のため、都合がつく限り出

席させていただきたいと考えております。 

ご要望がある場合は、できる限り年度実施計画書にその旨ご記載願いま

す。 

 

2-3 研究成果の取り扱いに関する留意事項 

 

(1) 委託事業の実施により生じた成果に係る特許権、特許を受ける権利、実

用新案権、実用新案登録を受ける権利その他の知的財産権は、受託機関に

帰属するものとしますので、必要な場合は、当該研究者から承継するなど

の措置をとってください。 
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 (2) 実施状況等の公表 

社会貢献の観点並びに学術振興の観点から、受託機関は本事業の実施状

況について、ホームページ等を開設し、一般国民に理解できるようわかり

やすい言葉や手法を用いて、広く公開してください。 

  なお、振興会のホームページにおいても、事業名、実施期間、受託機関

名、担当教職員氏名・所属等、その他適当と思われる事項について、公開

します。また、実施計画、報告書類等も公表の対象とします。 

 

(3) 研究成果等の発表記事等の提出 

本事業による研究成果や活動内容等が新聞等のメディアに紹介された

場合は、その写し等を振興会宛て提出してください。 

 

(4) 研究成果等の発表に際しての本事業名の掲載 

 

  ① 学会誌等 

   本事業を通じて得られた成果に基づいて作成された論文等を学会誌等

に掲載する場合は、本事業による研究であることを下記の例を参考に必ず

記載してください。 

（例）和文：本研究は、独立行政法人日本学術振興会の「若手研究者イン

ターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）」による支

援を得た。 

     英文：This work was supported by the JSPS International Training  

Program(ITP). 

 

  ② 新聞・商業誌等のマスメディア 

   本事業による研究の成果を新聞・雑誌等に発表する(実施期間の終了後

を含む）場合は、下記の例を参考に、発表用資料に振興会から本事業とし

て交付された資金による研究であることを明らかにしてください。 

  （例）○○大学では、独立行政法人日本学術振興会の「若手研究者インタ

ーナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）」の成果として△

△△であることを明らかにした。 

 

  ③ 学会発表等 

    学会や講演会で研究成果を発表する際には、本事業として交付された資

金による成果であることに触れ、プロシーディングスなどにも上記①の例

にならって記載してください。 
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  ④ 閲覧等 

受託機関は、振興会に提出した研究報告書等の冊子や CD 等を当該機関

等の図書館等にも配置し、閲覧、文献複写サービス等に供してください。

また、国立国会図書館に納本するなど、広く社会にその効果が普及される

ようにしてください。 

 

  ⑤ その他 

上記に挙げたものの他、成果公開を目的として、振興会として実態調査

や資料作成を個別にお願いすることがありますので、ご協力よろしくお願

いします。 

 

 

３ 資金交付 

 

3-1 業務委託契約 

 

本事業は、受託機関へ振興会が業務委託する方法で実施します。 

 

(1)業務委託の定義 

本事業の実施に必要な業務の一部を、我が国の大学に委託して実施する

ことが効率的で、かつまた本事業の目的に即した優れた成果を期待できる

場合、振興会が当該業務を当該大学に委託することと定義します。 

すなわち、本事業の業務を、振興会に代わり、受託機関となる大学が申

請し、委託を受けて実施するものです。 

 

(2)委託契約者 

     委託契約者は受託機関とし、振興会（理事長）との間で契約締結をしま

す。 

   

(3)委託期間、委託費 

業務の委託期間は、業務委託契約書に記載された期間とします。 

業務の委託費は、業務委託契約書に記載された額を支払います。 
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3-2 手続きの流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 委託費 

 

本事業では委託費は次の２つで構成されます。なお、委託費配分額には、消

費税及び地方消費税相当額を含んでいます。 

    

(1)事業実施経費 

事業の実施（受託機関の若手研究者の海外派遣にかかる経費、担当教

員・担当職員に対する支援、海外パートナー機関との共同運営の企画）に

直接係る経費。 

金額は、実施計画書に基づき振興会が必要と認めた額とします。使途費

目等は、次のとおりです。 

 

《事業実施経費 主な使途》 

  

経費費目 使 途 目 的 留 意 事 項 

外国旅費 

国内旅費 

受託機関若手研究者及び担当

教職員の海外パートナー機関

派遣にかかる経費(交通費、日

当、宿泊料、査証取得料等)、

並びに、担当教職員の国内協力

機関への出張旅費 

○ 旅費の算出について、計算方法、手続き等

は、受託機関が定める規定等に基づき、効率

的に執行すること。 

実施計画書（案）の確認 

委託費算出 

委託費請求書提出準備依頼 

契約締結 

委託費請求書提出 

事業実施・経費支出 

支出報告書の作成・提出 

実施報告書の作成・提出 
受領・確認 

実施計画書（案）提出 受 領 

受託（申請）機関 

実施計画書（案）の確認 

業務委託契約書の作成 

契約締結 

委託費支払 

日本学術振興会 
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海外パートナー

機関との共同企

画開催費 

受託機関若手研究者の研鑽・活

躍に資する短期間の共同企画

（コロキウム、ポスター発表

等）の開催に係る経費（会場借

料、機器等借料、飲料・茶菓代

及び若手研究者・担当教職員旅

費、講師旅費・謝金等） 

○開催地は国内外を問わない。 

○企画開催に伴うレセプション等に関する支

出は、必要最低限に留める。また、社会通念、

説明責任の観点から、適正な支出を十分配慮

のうえ、使用すること。 

○当該企画への参加者に対する旅費・滞在費に

は使用できない。 

○原則として、海外パートナー機関からの講

師・パネリストに対する旅費・滞在費には使

用できない。 

物 品 費 教育研究に必要な備品・消耗品

の購入 

○事業実施のために必要とされるものに限る。 

○ 購入した備品は、受託機関に帰属する。 

謝  金 資料の作成・整理、メンター等

教育研究上の指導に対する謝

金 

○ 算出方法、手続き等は、受託機関が定める

規定等に基づき、社会通念上、妥当と思われ

る額の設定を心掛けること。 

○ 次のものには使用できない； 

・研究支援補助者等の雇用 

・継続的な雇用と見なされるような支出 

・受託機関若手研究者や担当教職員に対する

謝礼 

そ

の

他   

 

印刷製本費 本事業による成果刊行物等の

印刷製本に要する経費 

○ 個々の研究者の論文や販売を目的とした

印刷製本には使用できない。 

 

通信運搬費 国際電信・電話料金、研究資材

の運搬費 等 
 

雑役務費等 海外パートナー機関における

学費／研究席料、保険料、コピ

ー代、写真現像代、業者委託に

よる翻訳料、ホームページ作成

経費 等 

 

【留意事項】 

１）次のものには使用できない； 

・建物等施設の購入に関する経費 

・不動産取得にかかる経費及び受託機関のオフィス維持のための経費（オフィス借料、光熱水料、

人件費等） 

・研究機関で通常備えるべき物品の購入(机、いす、複写機等) 

・研究者及び事務職員の雇用に関する経費 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他、事業と直接的な関係が認められないもの 

２）「物品費」、「謝金」、「その他」の経費の合計金額は、事業実施経費の年度配分額の概ね３０％

以内とする。 

３）単価（一品・一組・一式）が１０万円以上の物品購入を予定する場合は、次の項目を記入した

購入予定物品明細書を作成してください；物品名、仕様・型・性能等、数量、単価、金額 
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 ＊経費費目間の配分変更 

 実施計画書の各経費費目（ただし、旅費については、若手研究者旅費、

担当教員旅費、担当職員旅費として外国旅費及び国内旅費を合算したも

の）における事業実施経費総額の約３０％（目安）を超える額が変動す

る場合は、実施計画の変更を必要とします（12 頁 「4-3 契約締結後の

事業計画等の変更」参照）。 
 

(2) 委託手数料 

委託業務遂行上直接必要となる事業実施経費以外の経費。 

この経費は、事業管理のために発生する事務的な経費に使用することが

できます。委託手数料の金額は、事業実施経費総額の概ね１０％以内の額

で、振興会と各受託機関との協議のうえ決定します。 

事業を実施する申請専攻等の担当事務部門のほか、当該事務部門以外の

部局(例えば、本部など)で事業の管理の一部を担当される場合に発生する

事務的な経費に使用することも差し支えありません。 

ただし、本経費は、いわゆる競争的資金の間接経費には該当しませんの

で、本経費として使用することができるのは、本事業の管理のために使用

したことが明確に確認できる証拠書類（請求書、納品書等）を整理できる

ものに限りますので、例えば、事業実施経費の支出額の一定割合の額を振

替処理するといった取り扱いはできません。 

上記のことを十分に留意のうえ、使用にあたっては、受託機関の責任の

下、公正・適正かつ計画的・効率的に使用してください。 

主な使途は、次表を参考にしてください。 

 

《委託手数料 主な使途》 

経費費目 使 途 目 的 留 意 事 項 

外国旅費

国内旅費 

 

振興会との協議・報告等のための、

担当教職員の出張に要する経費

（交通費、日当、宿泊料等） 

○ 旅費の算出について、計算方法、手続き

等は、受託機関が定める規定等に基づく

こと。 

物 品 費 事業実施事務遂行上、必要な備

品・消耗品の購入 

 

謝 金 等 事務遂行への協力（資料整理、翻

訳・校閲等）をする者に係る謝金、

報酬、賃金、給与 

 

○ 算出方法、手続き等は、受託機関が定め

る規定等に基づくこと。 

○ 雇用契約の締結においては、受託機関が

契約の当事者となること。 

○ 雇用に伴う間接的な経費－社会保険料、

厚生年金保険料、雇用保険料等について

も法令等に基づき適正な手続きを行うこ

と。 

※事業実施に必要な研究支援補助者や技術

補助者等の雇用はできない。 



 

11 

 

そ の 他 事業実施に係る事務を遂行するた

めの経費（労働者派遣業者との契

約による派遣職員受入経費等） 

 

 ※業務委託という性質上、委託手数料を減額し、その額を事業実施経費に充
当することは認められません。 

   
 

3-4 委託費の経理 

 

(1) 受託機関は委託費受け入れ後、事業実施経費及び委託手数料の帳簿を備

え、収入支出の額を記載し、その内容を明らかにしておかなければなりま

せん。 

 これに関する証拠書類は、採択期間終了後５年間保管してください。 

 また、振興会から当該委託契約に関する証拠書類の閲覧の申し出があった

場合には、受託機関はこれに応じなければなりません。 

(2) 委託費から利子が生じた場合は、当該委託契約の事業実施経費として使

用しなければなりません。 

 また、支出報告の際にも、当該利子を合算した額で報告してください。 

 なお、これによりがたい場合は、振興会にご相談ください。 

 (3) 納税前の消費税相当額については、年度末の未払い金として計上し、

その後適切に処理してください。なお、消費税額は法令等に則り適切に処

理してください。 

 (4) 平成２５年度内に契約した物品の納品、役務の提供等は、平成２６年３

月３１日までに終了して下さい。これらに関する支出の期限は、原則とし

て平成２６年３月３１日とします。ただし、やむを得ない理由から３月３

１日までの支出が困難な契約については、３月３１日に未払金として計上

し精算を行い、これに係る支出を委託費支出報告書の提出期限（平成２６

年４月３０日）までに行ってください。 

      

    

４ 実施の手続き：実施計画策定～委託契約締結～実施報告等 

 

4-1 実施計画の策定－年度実施計画書（案）提出 

 

受託機関は、主担当教員・主担当職員を中心に、採択された事業申請書に基

づき、協力機関・海外パートナー機関とも十分に協議のうえ、本年度の実施計

画を策定してください。 
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受託機関長は、策定された事業計画を「年度実施計画書（案）」（様式１）と

して、指定の期日までに振興会宛てに提出してください。 

振興会は、当該年度実施計画（案）の内容を確認のうえ、承認するか否かを

決定します。 

なお、提出された年度実施計画に不適切な点が認められた場合、振興会は計

画の修正を指示することがあります。 

 

4-2 委託契約締結～委託費支払 

 

 上記４－１の年度実施計画書の承認後、委託契約手続きに入ります。 

 振興会は、承認した実施計画書に基づき、本年度に必要な委託費の経費を算

出するとともに、業務委託契約書（契約書ひな形参照）を作成します。 

 受託機関との協議を経た後、甲：振興会（理事長）と乙：受託機関との間で

契約を締結します。 

 なお、契約締結日以前に、委託費を支出することはできません。 

 締結完了後、委託費請求書に基づき、委託費を支払います。 

 

4-3 契約締結後の事業計画等の変更 

  

業務委託契約書に規定する事業計画等の変更は以下の例によります。 

 

 (1) 「軽微な変更」の事例 

①振興会に対しての事前通知が不要なもの。 

②振興会に対しての事前協議の上、届出が必要なもの。 

 ※実施計画変更届出書（様式７）を作成のうえ提出してください。 

      

 (2) 契約を変更するまでもないが、「甲の承認を受けなければならないもの」

の事例 

※実施計画変更調書（様式６）を提出のうえ、あらかじめ振興会の承認を

得ることが必要です。（変更について双方の意見が異なる場合は、協議の

上、適宜措置する。） 

    

 (3) 甲の承認では足りず、変更契約を締結するものの事例 

※事由が発生する見込みの時点で、直ちに振興会へ連絡し、協議が必要

です。そのうえで、変更契約等の措置を行います。 
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変更による事例 
(1) 

①－ 

②変更 

届出書 

(2)変更 

調書 

(3)変更 

契約 

事業運営に関すること 

「主担当教員」・「主担当職員」の変更     ○   

「担当教員」・「担当職員」の変更   ○     

「申請大学内のその他の専攻等」の変更     ○   

「申請大学以外の協力機関」の変更     ○   

「海外パートナー機関」の変更     ○   

派遣計画に関すること 

派遣若手研究者の所属変更 ○       

実施計画に掲載されていない若手研究者及び担

当教職員の派遣の追加（未定者の決定を含む） 
  ○     

既に承認された若手研究者の日程変更のうち、

出発日の変更のような軽微なもの 
○       

既に承認された若手研究者の日程変更のうち、

３０日以上派遣日数が短縮されるもの 

※短縮後の派遣期間が２ヶ月以上に限る 

  ○     

既に承認された若手研究者の日程変更のうち、

例えば受入研究施設の事故等により派遣を中止

せざるを得なくなったような重大な変更 

      ○ 

共同企画に関すること 

予定されていた共同企画の中止、実施計画に掲

載されていなかった共同企画の追加 
    ○   

実施計画に掲載されている共同企画の若干の日

程変更や開催場所（会議場）の小規模な変更 
○       

実施計画に掲載されている共同企画の日程変更

（例：６月→１２月） 
  ○     

実施計画に掲載されている共同企画の開催場所

の変更（国や機関が変わる場合等） 
  ○     

経費に関すること 

旅費単価の変動による経費額の軽微な変動 ○       

各経費費目における事業実施経費総額の３０％

（目安）を超え、５０％を超えない額の増減 
    ○   
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各経費費目における事業実施経費総額の５０％

を超える額の増減 
      ○ 

※上記リストについては、事例の一部にすぎませんので、変更事項の手続き

についてご不明な点は、振興会に相談してください。 

 

4-4 実施報告書等 

  

受託機関代表者は、「四半期事業実施状況報告書」（様式３）を各四半期終了

後、翌月の１５日までに振興会に提出してください。（ただし、第４四半期事業

実施状況報告書については、実施報告書においてまとめて報告いただくため、

提出は不要です。）また、指定の期日までに「実施報告書」（様式４）を振興会

に提出してください。 
 

4-5 支出報告書 

  
受託機関は、第３四半期事業実施状況報告書提出時（平成２６年１月１５日

まで）に、委託費執行に係る年度全体の見込み額を「委託費支出報告書」（見込
み）（様式５－１）により提出し、平成２６年４月３０日までに「委託費支出報
告書」（確定版）（様式５－２）により提出してください。 
また、委託基準第１０条第２項に基づき、委託費に残額が生じる見込みの場

合は、速やかに振興会に協議してください。 

 なお、やむを得ない理由から同年３月３１日までの支出が困難な契約につい

ては、未払い金として計上し、精算を行ってください。また、未払金を計上し

た場合には当該契約の経費の支出を済ませた後、平成２６年４月３０日までの

なるべく早い時期に、再度「委託費支出報告書」（確定版）を提出してください。

消費税相当額のみを未払い金として計上した場合は、改めて振興会へ報告する

必要はありません。 

 

4-6 完了通知書 

  
受託機関は、委託業務が完了したことを確認し、平成２６年３月３１日まで

に「完了通知書」（様式８）を作成し、速やかに振興会に提出してください。 

 
 
５ その他 
 
(1) 振興会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故について、一
切責任を負いません。 
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(2) 研究者等による競争的資金等の不正使用等や教育研究活動における不正
行為（ねつ造、改ざん、盗用等）、すべての人権侵害行為（人種差別、性差
別、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラ
スメント、職権濫用、ネグレクト等）等の非違行為、法令違反等が認めら
れた場合は、採択の決定の取消し、既に配分された資金・経費等の一部又
は全部の返還等のしかるべき措置を行います。競争的資金等の適正な使用
等については、別紙（「競争的資金等の適正な使用等について」）をご参照
ください。 

 
  (3) 振興会は、軍事目的の研究を支援しません。  
  
(4) 事務連絡担当者の変更、組織改正などがありましたら、速やかに振興会
へご一報お願いします。 
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【平成２５年度若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム

（ITP）事務手続き予定】 

 

※国会審議の状況により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。 

年月 振興会の対応 書類提出期限 ITP採択大学のとる手続 

Ｈ25 
４月 

平成 25年度実施計画書（案）の
確認 
委託契約書の作成 

4月 15日 平成 25 年度実施計画書
（案）の提出 

委託契約締結 
委託費支払 

 委託契約締結 
委託費請求書提出 

７月 第１四半期事業実施状況報告書

の確認 

7月 12日 第１四半期事業実施状況

報告書の提出 

10月 第２四半期事業実施状況報告書
の確認 

10月 15日 第２四半期事業実施状況
報告書の提出 

Ｈ26 
１月 

第３四半期事業実施状況報告書
の確認 

1月 15日 第３四半期事業実施状況
報告書の提出 
委託費支出報告書（見込
み）の提出 

３月 
 

完了通知書の確認 3月 31日 
 

完了通知書の提出 

４月 
 

事業実施報告書の確認 4月 15日 事業実施報告書の提出 

委託費支出報告書の確認 4月 30日 委託費支出報告書（確定
版）の提出 


