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資料 １

平成２０年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）

公募要領・計画調書等の主な変更点と注意事項等

１．公募要領・計画調書の主な変更点

【公募要領】

一般競争入札の原則義務化（１）

＜「学術定期刊行物」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領６頁 （８）留意事項③）、

(8) 応募に際しての留意事項

競争入札を行うか 複数（３社以上）の出版社等③ 出版社等の選定に際しては、事前に 又は

してください。から見積書を徴した上で選定

なお、平成２０年度の事業を遂行する上で、下記に示した契約の締結を要するものについては、

競争入札により契約の相手方を選定する必要がありますので、採択後の当該事業を開始しようとす

る時までに、競争入札に係る事務手続きを行わなければなりません。

【競争入札を要する契約】

・ 直接出版費」に係る契約が、１件につき２５０万円を超える場合。「

・ 欧文校閲費」に係る契約が、１件につき１００万円を超える場合。「

＜「学術誌データベース」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領１３頁 （８）留意事項④）、

(8) 応募に際しての留意事項

競争入札を行う④ 入力作業委託業者、CD-ROM又はDVD-ROM作成業者の選定に際しては、事前に

を徴した上で選定してください。か 複数（３社以上）の業者から見積書又は

なお、平成２０年度の事業を遂行する上で、下記に示した契約の締結を要するものについては、

競争入札により契約の相手方を選定する必要がありますので、採択後の当該事業を開始しようとす

る時までに、競争入札に係る事務手続きを行わなければなりません。

[競争入札を要する契約]

・ 入力作業委託 「その他（複写費、現像・焼付費、通信費、運搬費 」に係る契約が「 」 ）

１件につき１００万円を超える場合。

・ 消耗品」の購入に係る契約が、１件につき１６０万円を超える場合。「

・ 、 作成」に係る契約が、１件につき２５０万円を超える場合。「CD-ROM DVD-ROM

（注意）学会等の定めるルールにおいて、一般競争入札を要する契約に関する独自の定め

がある場合でも、 は、一般競争入札により契当該公募要領で示した金額を超える場合

約の相手方を選定する必要があります。
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学会等組織（学術団体等）において経理管理事務及び監査体制が整備さ（２）

れていることを応募資格に追加

＜「学術定期刊行物」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領６頁 （３ ）、 ）

(3) 応募資格

刊行事業の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

ただし、当該学術団体等において、経理管理事務・監査体制の整備がなされていなけ

ればなりません。

＜「学術誌データベース」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領１２頁 （３ ）、 ）

(3) 応募資格

：データベース作成事業の主体となる学術団体等（所在地が日本② 学術誌データベース

国内にあるものに限る）の代表者

ただし、当該学術団体等において、経理管理事務・監査体制の

整備がなされていなければなりません。

「事業の主体となる学術団体等の代表者であること」に加えて、補助金の適正な管理

の観点から、当該学術団体等において「経理管理事務・監査体制が整備されているこ

と」を応募資格として追加しました。
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継続が内約されている課題（継続課題）の取り扱いの変更（３）

＜「学術定期刊行物」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領６頁 （７ ）、 ）

(7) 平成２０年度に継続が内約されている課題の取り扱い

平成２０年度に継続が内約されている課題（継続課題） 応募書類の提出は① については、

（なお、補助金の交付を受けるためには、交付内定通知受領後、交付申請必要ありません。

書等の必要書類を作成し、提出する必要があります ）。

（目的・内容の変更、年間刊行回数の変更、事業期間の短縮、② ただし、計画の大幅な変更

内約を受けた額の年次計画の変更、補助要求額の減額、当初予定の５０％を超える刊行経

を行おうとする場合には、応募書類を提出しなければなりません。費の変更）

この場合、改めて審査を行うことになるため、変更が認められず、継続の内約そのもの

を取り消すことがあります。

なお、応募書類の提出に際しては、次の点に注意してください。

ア) 内約期間（内約額が提示されている年度）を超える事業期間での応募はできません。

イ) （予め示された内約額の範囲内で内約額を超えた増額応募は原則として認めません

応募書類を作成してください 。）

＜「学術誌データベース」＞

※公募要領の該当部分を抜粋（公募要領１３頁 （７ ）、 ）

(7) 平成２０年度に継続が内約されている課題の取り扱い

平成２０年度に継続が内約されている課題（継続課題） 応募書類の提出は① については、

（なお、補助金の交付を受けるためには、交付内定通知受領後、交付申請必要ありません。

書等の必要書類を作成し、提出する必要があります ）。

（目的・内容の変更、事業期間の短縮、内約を受けた額の年② ただし、計画の大幅な変更

を次計画の変更、補助要求額の減額、当初予定の５０％を超える入力予定ﾚｺｰﾄﾞ数の変更）

行おうとする場合には、応募書類を提出しなければなりません。

この場合、改めて審査を行うことになるため、変更が認められず、継続の内約そのもの

を取り消すことがあります。

なお、応募書類の提出に際しては、次の点に注意してください。

ア) 内約期間（内約額が提示されている年度）を超える事業期間での応募はできません。

イ) （予め示された内約額の範囲内で内約額を超えた増額応募は原則として認めません

応募書類を作成してください 。）

、 、 「 」 、これまで 新規課題と同様に 毎年度 計画調書 の提出を要することとしていた

内約のある継続課題については、計画の がある場合にのみ、計画調書の提大幅な変更

出を求めることとしました。
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【計画調書】

「競争入札に係る実施又は準備の状況」欄の追加（１）

＜「学術定期刊行物」＞

＊「計画調書」５頁 「計画調書作成・記入要領」１０頁参照、

記入例）

29 競争入札に係る実施又は準備の状況

例１）

、 、 。学会誌の出版に係る契約の相手方を選定するに当たり 既に 平成○年○月に一般競争入札を実施した

（相手方：○○出版（株 ））

例２）

平成２０年度の事業開始に向け、学会誌の出版に係る契約の相手方を一般競争入札により選定するに当

たり、平成○年○月、当学会内に仕様策定委員会を設け、学術誌の具体的仕様を策定した。

今後、平成○年○月を目途に入札公告を、また、平成○年○月には一般競争入札を行えるよう準備を取

り進めていく予定である。

＜「学術誌データベース」＞

＊「計画調書」６頁 「計画調書作成・記入要領」１２頁参照、

記入例）

26 競争入札に係る実施又は準備の状況

例１）

○○画像及び○○文字データの入力作業委託に係る契約の相手方を選定するに当たり、既に、平成○年

○月に一般競争入札を実施した。 （相手方： 株）○○○○）（

例２）

平成２０年度の事業開始に向け、○○画像及び○○文字データの入力作業委託に係る契約の相手方を一

般競争入札により選定するに当たり、平成○年○月、当データベース作成委員会内に仕様策定委員会を設

け、具体的仕様を策定した。

今後、平成○年○月を目途に入札公告を、また、平成○年○月には一般競争入札を行えるよう準備を取

り進めていく予定である。

適正な応募額の積算と、補助金の効率的な執行の観点から、平成２０年度応募分よ

り、一般競争入札に係る実施又は準備の状況について、審査項目として計画調書に追

加しました。
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「経理管理事務体制 「監査体制」欄を追加（２） 」

＜「学術定期刊行物 「学術誌データベース」とも共通＞」

＊「学術定期刊行物 ： 計画調書」７頁 「計画調書作成・記入要領」１４頁」「 、
「学術誌データベース ： 計画調書」９頁 「計画調書作成・記入要領」１８頁参照」「 、

○ 経理管理事務 事務組織（機構図、職名、員数、役割 ：）

体制 ※ 書ききれない場合は、Ａ４版縦書きで別途作成し、計画調書の○ページ目として、

左端を糊で貼り付けてください。

例）

○○○部門

○○学
○○○部門

事務局 庶務課 総務係 2名（出張、雇用、謝金
等に係る事務及び
科研費申請事務等

会計課 経理係 3名 （出納、契約、及び
資金管理等）

監査係 2名（検査、法規等）

経理管理事務体制の概要

（経費管理の仕組み・概要が分かるように記述してください）

（例）

本学会に係る事務のうち、学会会員の管理及びその他の庶務手続に係る事務

は庶務課が担当し、自己資金の管理等の会計事務は会計において事務を執り行

っている。

うち、科学研究費補助金に係る「応募 「交付申請 「変更承認申請 「実績報」 」 」

告」及びその他問い合わせ対応等の事務手続きは、庶務課総務係において窓口

となり取りまとめを行っている。

また、科学研究費補助金の管理、契約及び支出に係る事務は、会計課経理係

において担当し、同課監査係による内部監査を行うなどして、学会の自己資金

と併せて、適正管理に努めている。

担当事務責任者：○○学会庶務課総務係○○○○

経理管理関係規則等：○○学会会計規程（別添）

○ ・監査体制監査体制
（監査に関係する者

会計課監査係 ○○人の役職名、人数等及

法人監事 ○○人び監査の実績）

公認会計士委託（○○監査法人）

※ 監査実績は、平成

・監査実績18年４月１日以降の

平成18年度もの（予定を含む ）。

平成18年○月○日： 定期経理監査（内部監査 」毎年○月実施とし、内部監査、外 「 ）

平成18年○月○日： 公認会計士監査（外部監査 」毎年○月実施部監査の別に記入の 「 ）

平成18年○月○日： 科学研究費補助金に関する監査（内部監査 」こと。 「 ）

平成19年度（実施予定）

平成○年○月○日： 定期経理監査（内部監査 」毎年○月実施「 ）

平成○年○月○日： 公認会計士監査（外部監査 」毎年○月実施「 ）

平成○年○月○日： 科学研究費補助金に関する監査（内部監査 」「 ）

補助金の適正な管理の観点から、学会等組織において「経理管理事務・監査体制が
整備されていること」を応募資格に追加したことに伴い、審査項目として計画調書に
追加しました。
当該学会等において、交付を受けた補助金を適正に管理するための経理管理事務・

監査体制が整備されていない場合は、採択の対象となりません。
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継続が内約されている課題（継続課題）の取扱いの変更（３）

＜「学術定期刊行物」＞

＊計画調書作成・記入要領１頁の該当部分を抜粋

＜計画の大幅な変更を行う場合の注意事項＞

（目的・内容の変更、年間刊平成２０年度に継続が内約されている課題で、計画の大幅な変更

行回数の変更、事業期間の短縮、内訳を受けた額の年次計画の変更、補助要求額の減額、当初予

を行おうとする場合は、計画調書の該当欄に、必ず変更前と定の５０％を超える刊行経費の変更）

変更後の計画が分かるように記述するとともに、変更理由も記してください。

＜「学術誌データベース」＞

＊計画調書作成・記入要領１頁の該当部分を抜粋

＜計画の大幅な変更を行う場合の注意事項＞

（目的・内容の変更、事業期平成２０年度に継続が内約されている課題で、計画の大幅な変更

間の短縮、内約を受けた額の年次計画の変更、補助要求額の減額、当初予定の５０％を超える入

を行おうとする場合は、計画調書の該当欄に、必ず変更前と変更後の力予定レコード数の変更）

計画が分かるように記述するとともに、変更理由も記してください。

２．その他の変更事項

＜共通事項＞

「評価ルール（科平成２０年度公募において、上記１の変更を行ったことに伴い、

を改正しまし学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程 」）

た。

、 、評価ルールは 日本学術振興会のホームページ上でも公開を予定しておりますので

（ . . . . ）応募の際の参考にしてください。 http://www jsps go jp/j-grantsinaid/index html
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３．作成及び提出に当たって留意する事項

計画調書作成・記入要領及（１）計画調書及び応募カードの作成に当たっては、各種目の

するとともび応募カード作成・記入要領をよく読んで記入漏れ等のないよう十分注意

に、公募要領を参考にしてください。

（２）計画調書は、必ず としてください。両面印刷

（３）計画調書は概ね４ヶ月（１１月受付時から２～３月の審査会）以上の長期にわたっ

て使用されるので、副本のうち１部クリップ留めのものを除き、正本、副本とも、

てください （提出後に一部分が剥がれて無くなっ左側をしっかりとのり付けし 。

てしまっても責任を負えません ）。

（４）提出された計画調書に、裏面が白紙のものや、表と裏が逆に貼り付けてあるもの、

ページが抜けているもの等があった場合でも、そのままの状態で審査に付されますの

で、十分注意してください。

（５）計画調書は ですので、極端に小さい字、行間・字間の狭いものなど、読み審査資料

づらいものは避けてください。

（６）応募書類の提出・受付後に、計画調書等の訂正・再提出、及び応募書類の追加提出

等を行うことはできませんので、提出の前に十分確認してください。

（公募要領３頁参照）

（７）科学研究費補助金（基盤研究等）の「評価ルール」については、１０月上旬頃に日

本学術振興会のホームページにおいて最新版を公開する予定ですので参考にしてくだ

さい。

平成２０年度の所定の様（８ 「計画調書 「応募カード 「見積書」等の様式は、必ず） 」、 」、

を使用してください （内容に不備・不足等がある場合は、審査に付されない場合式 。

があります ）。

（９）平成２０年度公募について、日本学術振興会のホームページ上に、公募要領及び計

画調書等の応募書類を掲載しております。

ホームページから様式をダウンロード計画調書等の応募書類の作成にあたっては、

して作成してください。

※ 独立行政法人日本学術振興会（JSPS）

科学研究費補助金ホームページ

http://www jsps go jp/j-grantsinaid/index html. . . .
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公募要領（学術定期刊（10）計画調書、応募カード等応募書類の については、提出部数

。行物７頁 データベース１３～１４頁、 ）で必ず確認し誤りがないようにしてください

（ ）「 」（「 」「 （ ）」11 研究成果公開促進費 学術定期刊行物 データベース 学術誌データベース

平成１９年１１月１２日(月)～１１月１５日(木)（期限厳の応募書類の提出期間は、

。 、 。守）です 応募書類を送付する場合は 提出期間内に到着するよう発送してください

平成１９年１１月１４日（水）までに発送したなお、送付された応募書類のうち、

に限り、１１月１６日（金）に到着したものまで受理します。ことが証明できる場合

（提出期限を過ぎて到着しても受付できませんので十分注意してください。

また、受付時間にもご注意ください （午前９時３０分から正午まで及び午後１時。

から です ）午後４時３０分まで【時間厳守】 。


