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（別紙２）

独立行政法人日本学術振興会
平成１８年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）

交付申請書等作成・記入要領（学術図書）

この作成・記入要領は、交付申請書等の記入事項の誤りを少なくし、補助金の交付をより早

く行うため、その記入に当たっての注意事項をまとめたものです。

１．一般的事項について

(1) 作成に当たっては、必ず所定の様式を使用してください。

なお、所定の様式のコピーを使用しても構いませんが、表裏共に記入欄がある様式につ

いては、必ず１枚の用紙の表裏にコピー（両面コピー）してください。

ただし、様式の改変はしないでください。

(2) 全ての提出書類について、必ず提出年月日を記入してください。

(3) 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 ）。

(4) 申請者（補助事業者）の印は、正本に印肉を使用して押印してください。

、 、 。副本については 印影がコピーされていればよく あらたに押印する必要はありません

(5) 交付決定は、交付申請書に記載した補助事業の内容に基づいて行われます。交付決定後

に大幅な変更を行うと、交付決定を取り消す場合もありますので、作成に当たってはご留

意ください。

(6) 交付申請書等、日本学術振興会への提出書類は、提出前に必ずコピーをとり、保管して

おいてください。

２．交付申請書（様式Ａ－１）について

交付申請書は、交付の内定をした課題について、独立行政法人日本学術振興会理事長が補

助を行うか否かの意思決定を行うために必要な書類ですので、その記載内容が適正であり、

かつ金額の算出に誤り等がないよう十分留意してください。

作成に当たっては、以下の(1)～(18)を参照してください。

(1) 「申請者自宅住所」欄

計画調書に記載した住所を記入してください。

「住所等変ただし、計画調書提出後に変更がある場合は、現在の住所を記入すると共に

を併せて提出してください （ 住所等変更届（様式Ａ－５ 」の記更届（様式Ａ－５ 」） 。「 ）

入については、以下５を参照のこと ）。

(2) 「申請者名」欄

計画調書に記載した氏名を記入してください。

ただし、申請者が団体の代表者で、計画調書提出時から交付申請書提出までの間に交替

がある場合は、内定通知「Ⅲ 提出先」に連絡し、指示を受けてください。

また、旧姓使用などにより「著者・著作権者全員の氏名」欄等（下記(8)参照）の記載

と氏名が異なる場合には、戸籍名を記入し、旧姓等を括弧書きで記入してください。

(3) 「所属機関・部局・職名」欄

申請者が交付申請書提出時に所属している機関名、部局名、職名を記入してください。

特に所属している機関等がない場合は「なし」と記入してください。

(4) 「課題番号」欄

内定通知に記載の６桁の課題番号を記入してください。
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(5) 「補助金（交付予定）額」欄

原則として、内定通知に記載の平成１８年度配分予定額を円単位で記入してください。

（ ○○千円 「◎◎万円」という書き方は不可 ）「 」、 。

ただし、補助限度額（平成１８年度刊行のみ： Ｅ 、平成１８年度翻訳・校閲のみ：（ ）

（Ｂ 、平成１８年度翻訳・校閲及び刊行（Ｂ＋Ｅ ）を超えることはできません。配分） ）

予定額を踏まえて新たに必要経費を算出した結果、補助限度額が配分予定額を下回る場合

、 、 。は 当該補助限度額の範囲において １０万円未満を切り捨てた金額を記入してください

(6) 「刊行物の名称」欄

内定通知に記載の刊行物の名称を記入してください。

なお、内定通知に記載の内容が、応募カードに記入した内容と異なっている場合は、内

定通知「Ⅲ 提出先」に連絡し、指示を受けてください。

(7) 「刊行の目的・内容」欄

計画調書に記載した「刊行物の内容（概要 」及び「刊行の目的及び意義」等を要約し）

て記入してください。

(8) 「著者・著作権者全員の氏名」欄 「編者全員の氏名」欄、

計画調書に記載した「著者・著作権者全員の氏名」及び「編者全員の氏名 、及び全員」

。（ 、 、の人数を記入してください 著者と著作権者が一致しない場合は 区別をつけて記入し

各々の実人数を記入してください ）。

なお、旧姓使用などにより 「申請者名」欄（上記(2)参照）と氏名が異なる場合は、、

実際の刊行物に表示される氏名を記入してください。

編者がいない場合は「なし」と記入してください。

(9) 「発行部数」欄～「ページ数」欄

平成１８年度に刊行を行う場合は、刊行事業の実態に即して新たに徴した見積書（様式

Ａ－１－２）に基づいて記入してください。

また、以下の①及び②にご留意ください。

① 「発行部数」のうち「その他 （著者寄贈分等、市販しないもの）は３０部以下であ」

ること。

② 「卸売価格（税込 」≧「１部当たりの原価」となっていること。）

(10)「刊行補助限度額（Ｅ 」欄）

以下の計算式により算出した額を （円未満は切り捨て）で記入してください。円単位

なお、平成１８年度に刊行のみ行う場合、補助金（交付予定）額は 「刊行補助限度額、

（Ｅ 」を超えることはできません （上記(5)参照）） 。

｛ （ ）｝刊行補助限度額(E) ＝ 直接出版費(A)－ 定価(D)×0.7×0.5× 発行部数(C)×0.6

(11)「出版社等への原稿組入日」欄 「発行予定年月日」欄、

平成１８年度に刊行のみ行う場合は、平成１８年４月１日から平成１８年６月３０日ま

での間に原稿を組み入れ、平成１９年２月２８日までに刊行物を発行しなければなりませ

んので、その点を踏まえて出版社等と相談の上、記入してください。

また、平成１８年度に翻訳・校閲から刊行まで行う場合も、翻訳・校閲の完了後、原稿

を組み入れ、平成１９年２月２８日までに刊行物を発行しなければなりませんので、ご留

意ください。

「出版社等への原稿組入日」とは、補助事業者（申請者）が、完成原稿を最初に出版社

等に組み入れる日を指しており、この日より補助事業が開始されることとなります。

(12)「出版社等名」欄

（ ） 。新たに徴した見積書 様式Ａ－１－２ を作成した出版社等の名称を記入してください
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(13)「連絡・照会先」欄

交付申請書の記載内容に関して問い合わせを行う場合の連絡先（所属、職名、氏名、電

話番号、ＦＡＸ番号、e-mail）を記入してください。

なお、出版社等の担当者を登録することはできません。

※ 上記のうち （９）～（１２）については、平成１８年度に翻訳・校閲のみ行う方は、

記入の必要はありません。

また、以下(14)～(18)については、平成１８年度に刊行のみ行う方は記入の必要は

ありません。

(14)「翻訳対象和文図書・論文名」欄 「和文４００字詰原稿用紙換算枚数」欄、

計画調書に記載した内容を記入してください。

なお、翻訳を行わない場合は、記入する必要はありません。

(15)「翻訳後の原稿予定枚数(200ワード詰)」欄～「翻訳・校閲経費」欄

平成１８年度に翻訳・校閲を行う場合は、翻訳・校閲事業の実態に即して新たに徴した

見積書（様式Ａ－１－３）に基づいて記入してください。

なお、平成１８年度に翻訳・校閲のみを行う場合、補助金（交付予定）額は 「翻訳・、

校閲経費」の「計（Ｂ 」を超えることはできません （上記(5)参照）） 。

(16)「翻訳・校閲及び刊行補助限度額（Ｂ＋Ｅ 」欄）

平成１８年度に翻訳・校閲から刊行まで行う場合は、表面「刊行補助限度額（Ｅ 」と）

「翻訳・校閲経費」の「計（Ｂ 」を合計した金額を円単位で記入してください。）

、 、 （ ） 、「 （ ）」なお この場合 補助金 交付予定 額は 翻訳・校閲及び刊行補助限度額 Ｂ＋Ｅ

を超えることはできません （上記(5)参照）。

(17)「翻訳・校閲期間開始日 「翻訳・校閲期間完了日」欄」、

平成１８年度に翻訳・校閲のみ行う場合は、平成１８年４月１日から平成１８年６月３０

日までの間に翻訳・校閲を開始し、平成１９年２月２８日までに完了しなければなりませ

んので、その点を踏まえて翻訳者・校閲者と相談の上、記入してください。

また、平成１８年度に翻訳・校閲から刊行まで行う場合も、平成１８年４月１日から平成

１８年６月３０日までの間に翻訳・校閲を開始し 「出版社等への原稿組入日 （上記(11)、 」

参照）までに、翻訳・校閲を完了しなければなりませんので、ご留意ください。

なお、翻訳と校閲の両方を行う場合は、それぞれ、翻訳期間の開始日と校閲期間の完了

日を記入してください。

(18)「翻訳者」欄 「校閲者」欄、

新たに徴した見積書（様式Ａ－１－３）を作成した翻訳者及び校閲者の氏名（翻訳者・

校閲者の氏名が特定できない場合は業者名）を記入してください。

３．見積書（様式Ａ－１－２、様式Ａ－１－３）について

(1) 見積書は、平成１８年度配分予定額を踏まえ、刊行又は翻訳・校閲の実態に即して新た

に出版社等又は翻訳者・校閲者より徴したものを提出してください。

(2) 見積書を作成した出版社等（様式Ａ－１－２）又は翻訳者・校閲者（様式Ａ－１－３）

、 、 、 。の記名押印 作成年月日 記載内容等について漏れがないか 必ず確認を行ってください

特に、数値については必ず検算を行ってください。

(3) 様式Ａ－１－３については、標題の下の＜翻訳・校閲＞のいずれか該当する方を○で囲

んでください。

なお、翻訳及び校閲を行う場合は、本様式をコピーする等して、翻訳者、校閲者の両者

からそれぞれ見積書を徴してください。
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(4) 作成を依頼する出版社等又は翻訳者・校閲者が海外の業者等であるために、円単位であ

る当該様式の見積書（様式Ａ－１－２、様式Ａ－１－３）の作成を依頼することができな

い場合は、様式Ａ－１－２又は様式Ａ－１－３の費目に係る現地通貨単位の見積書の正本

（ＦＡＸ、コピー不可）を業者等より徴した上で、申請者が様式Ａ－１－２又は様式Ａ－

１－３を円単位に換算して作成してください。

提出の際には、① 業者等が作成した見積書の正本、② 申請者が作成した様式Ａ－１

－２又は様式Ａ－１－３、③ 申請者が②を作成した際の外国為替レートが分かる書類の

３種類の書類が必要となります。

なお、事業終了後 「実績報告書」を提出する際にも、同様に、実績報告時における外、

国為替レートで円単位に換算することが必要となりますので、ご留意ください。

４．交付申請の辞退届（様式Ａ－３）について（交付申請を辞退する場合のみ）

(1) 「申請者自宅住所」欄

計画調書に記載した住所を記入してください。

ただし、計画調書提出時から交付申請書提出までの間に変更がある場合は、変更後のも

のを記入してください。

(2) 「申請者名」欄

計画調書に記載した内容を記入してください。

(3) 「課題番号」欄 「刊行物の名称」欄 「配分予定額」欄、 、

内定通知に記載の内容を記入してください。

(4) 「辞退理由」欄

交付申請を辞退する理由をできるだけ具体的に記載してください。

５．住所等変更届（様式Ａ－５）について

計画調書提出後に「申請者自宅住所 「郵便物等送付先」及び「連絡・照会先」に変」、

更がある場合は、必ず提出してください。

、 、 、なお 交付申請書提出後より交付決定までの間に上記の変更が生じた場合は 速やかに

内定通知「Ⅲ 提出先」に連絡すると共に、本様式を提出してください。

(1) 「申請(代表)者名」欄

交付申請書と同じ内容を記入し、押印してください。

(2) 「種目名」欄 「課題番号」欄 「刊行物又はデータベースの名称」欄、 、

内定通知に記載の内容を記入してください （交付申請書と同じ内容になります ）。 。

(3) 「変更内容」欄

、 、 「 」 。１ ２及び３の該当する事項について それぞれ 変更後 の内容を記入してください

(4) 「変更発生年月日」欄

変更が発生した年月日を記入してください。


