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「頭脳循環を加速する戦略的国際研究 

ネットワーク推進プログラム」 

平成２８年度公募 事業計画調書作成・記入要領 
 

 

 
 

（１）機関長による応募関係書類送付状（公文書原本）：１部 

 

（２）事業計画調書：正本１部、写し２０部（Ａ４版、両面コピー（白黒、カ 

ラーいずれも可）） 

 

（３）ＣＤ－ＲまたはＣＤ－ＲＷ 

（事業計画調書、応募基本データ及び添付書類の電子データを収納）表 

面に機関名、機関コードを記載：１枚（機関ごと） 
 

 

 

 
 

（１）正本、写しともに、Ａ４版、両面コピーとし、正本１部、写し２０部を 提

出してください。（左上 1 カ所をホチキス止めしてください）。両面コピ 

ーは白黒、カラーいずれも可ですが、本会にて審査用等でコピーをとる際 

は白黒コピーとします。 

 

（２）本会ホームページ 

（http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/shinsei_h28.html）に、公募

要領と事業計画調書等の電子ファイルを公開していますので、ダウンロー 

ドして使用してください。 

 

（３）事業計画調書中の「３．国際共同研究」の「３－（１） 全体概要」」に 

ついては、採択された場合には公表されますので、公表を差し控えたい研 

究情報がある場合は、取扱いに留意してください。 

 

（４）特に指示してある箇所を除き、所定の様式を改変したり、事業計画調書 

に新たな用紙を加えたりすることはできません。本会が指定した書類（「平 

成２８年度頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラ 

ム応募関係書類の提出について」を参照）以外のもの（大学のパンフレッ 

ト、論文の写し等）を添付することも認めていません。これらが守られて 

いない場合は、不備の事業計画調書とみなします。内容に矛盾のあるもの、 

記入漏れなどについても、不備の事業計画調書とみなします。これらに該 

※ 応募に必要な書類 

Ｉ 事業計画調書の作成について 
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） （機関番号 （通し番号） 

 

当する場合は、審査に際し不利益を生じることがあります。 

 

（５）事業計画調書を手書き等にて加筆・訂正する場合は、下記の点に注意 願

います。 

・ 黒インクまたは黒ボールペンで丁寧に記入してください。 

・ 所定の用紙に「切り張り」することは、避けてください。はがれ落ちて 

応募者に不利益が生じても、本会は責任を負いません。 

・ 記載内容を訂正する場合は、＝（二重線）で消し、書き直したうえで、 

訂正印を押してください（修正液による訂正は認めていません）。 
 

 

 

 
 

１．全般 

 

（１）「（英文）」「英文又は和文」と指定された項目以外は、日本語で記述して 

ください。 

 

（２）記入する文字のフォント及びサイズは特に指定しませんが、読みやすい 

フォント等を使用し、出来る限り各頁のフォント等が同じものとなるよう 

留意してください。 

 

２．応募番号、関連研究分野について（事業計画調書１頁） 

 

（１）年度：今回の公募である「平成２８年度」を確認してください。 

 

（２）応募番号：以下に図示しているとおり、はじめの五桁に文部科学省科学 

研究費補助金の応募に使用する機関番号（以下の URL を参照）を記入し、 

最後の一桁には、機関の応募が１件である場合は「１」を、応募が複数件 

ある場合は、応募ごとに「１」から「４」までの通し番号を記入してくだ 

さい（通し番号の順番は任意であり、応募の優先順位等を示すものではあ 

りません）。 

 

 

○ ○ ○ ○ ○  ○ 

 

URL： https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do 

Ⅱ 事業計画調書の記入について 
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（３）関連研究分野（細目番号）： 以下の URL に掲載されている本プログラム 

の分科・細目コード表を参照して記入してください。 

URL ：http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/shinsei_h28.html  

 

※ 「関連研究分野（細目番号）」にしたがい、審査・評価部会（「人社系」、 

「理工系」、「生物系」、「総合系」）が決まります。分野横断的な事業計画の 

場合、１つの細目番号を記入するのが困難なことがあるかもしれませんが、 

事業計画の趣旨にもっとも近いと思われる細目番号１つをご記入くださる 

よう、お願いします。 

 

３．事業名について（事業計画調書１頁） 

 

（１）和文については、４０字以内（記号、数字等もすべて一文字として数え 

ます。）で簡潔に記述してください。副題を記述しても構いませんが、副題 

を含めて４０字以内としてください。 

 

（２）化学式や数式による表現は避けて、漢字・カナで記述してください。た 

だし、ＤＮＡ等、アルファベットで表現することが一般的なものについて 

は、この限りではありません。 

 

（３）事業計画調書を本会で受理した後、事業名を変更することはできません 

ので、設定する際は充分ご検討の上、特に留意してください。 

 

４．代表機関について（事業計画調書１頁） 

 

（１）機関名：法人の種別（国立大学法人、学校法人等）は記入せずに機関名 

を和文で記入してください。コードについては、文部科学省科学研究費補助 

金の応募に使用する機関番号（以下の URL を参照）を記入してください。 

URL： https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do 

 

（２）機関長氏名：役職名及び氏名を記入してください。 

 

（３）所在地：機関の所在地を記入してください。 

 

（４）連絡担当者：機関の事務担当者（事業計画調書等の記載について、本会 

からの問い合わせに直接対応いただける方）の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、所属、電話 

番号、ファックス番号、E-mail アドレスを記入してください。 
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５．応募経費について（事業計画調書１頁） 

 

各年度の金額とその合計を記入してください。 

 ６．代表機関以外の協力機関について（事業計画調書１頁） 

（１）機関名：法人の種別（国立大学法人、学校法人等）は記入せずに機関名 

を和文で記入してください。コードについては、文部科学省科学研究費補 

助金の応募に使用する機関番号（以下の URL を参照）を記入してください。 

 

URL： https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do 

 

（２）機関長氏名：役職名及び氏名を記入してください。 

 ７．海外の連携機関について（事業計画調書１頁） 

（１）機関名を英文又は和文で記入してください。 

 

（２）連携機関が複数ある場合は、主たる連携機関名の前に「◎」を付してく 

ださい。 

 

８．事業実施体制について（事業計画調書２頁） 

 

〔日本側研究グループ：〕 

（１）応募事業の実施主体となるグループについて記載してください。主担当 

研究者及び担当研究者の氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、所属機関、所属部局、職名、専 

門分野を、それぞれ指定の箇所に記入してください。 

 

（２） 担当研究者は、複数名とすることが可能です。人数の上限はありません。 

 

（３）若手研究者として海外の連携研究グループへ派遣する予定の者につい 

ては初年度からの派遣者については氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、職名、所属機関、所 

属部局、専門分野を、それぞれ指定の箇所に記入してください。２年度 

目以降については未決定の場合は氏名以外について予定を記載してくだ 

さい。 

 

（４）主担当研究者は代表機関に所属する常勤研究者である必要があります。 

担当研究者及び若手研究者の所属機関は代表機関又は協力機関である必 

要があります。 
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〔海外の連携研究グループ：〕 

（５）応募事業を日本側グループと連携して行う海外の研究グループについ 

て記載してください。主要連携研究者及び連携研究者の氏名、所属機関、 

所属部局、職名、専門分野を、それぞれ指定の箇所に記入してください。 

 

（６）連携研究者は、複数名とすることが可能です。人数の上限はありません。 

 

（７）海外の連携研究グループから日本側に受け入れる予定の者については 

所定の欄に「※」をつけてください。 

 

 

９．「３．国際共同研究」について（事業計画調書３頁） 

 

本事業で行う国際共同研究課題の設定に際しては、特定の課題に焦点を絞 

った研究課題としてください。相互に密接に関連する複数の研究を行うこと 

は可能ですが、その場合は、それらの研究を包括する研究課題を設定した上 

で、相互の関連性を３－（２）の中で説明してください。 

 

 

１０．「３－（３）－３  若手研究者派遣計画」について（事業計画調書９頁） 

 

（１）派遣予定者ごとに具体的に記述してください。 

 

（２）派遣先機関ごとに行を分けて記述してください。 

 

※【平成２８年度開始の海外派遣計画】の記入例 

 
派遣者①の氏名・職名：  学振  一郎  （助教）   

 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究計画） 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
派遣先 

（地域・国名、機関名、部局名、 

受入研究者） 

派遣期間 
合 計 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

アメリカ合衆国・○○大学・○○ 

研究科・○○教授 
 

１８０日 
 

０日 
 

０日 
 
１８０日 

カナダ・○○大学・○○研究所・  
０日 

 
３６５日 

 
０日 

 
３６５日 

○○教授  

  
同じ若手研究者が複数の連携機関に派遣される場合は、行を下に追加 

して記入してください。 
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派遣者②の氏名・職名：  学振  花子  （講師）   
 

（当該若手研究者の国際共同研究における役割を含めた具体的な研究計画） 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
派遣先 

（地域・国名、機関名、部局名、 

受入研究者） 

派遣期間 
合 計 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

アメリカ合衆国・○○大学・○○ 

研究科・○○教授 
 

１８０日 
 

１８０日 
 

０日 
 
３６０日 

 
※【平成２９年度開始の海外派遣計画】の記入例 

 
派遣者③の氏名・職名： 准教授   

 

（研究計画） 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××× 
派遣先 

（地域・国名、機関名、部局名、 

受入研究者） 

派遣期間 
合 計 

 

平成 29 年度 平成 30 年度 

中国・○○大学・○○学部・○○ 

教授 ３００日 １００日 ４００日 

 
※【平成３０年度開始の海外派遣計画】の記入例 

 
派遣者④の氏名・職名：  ポスドク   

 

（研究計画） 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

××××××××××××××××××××××××××× 
派遣先 

（地域・国名、機関名、部局名、受 

入研究者） 

派遣期間 

 

平成 30 年度 

韓国・○○大学・○○学部・○○教 

授 ３６５日 

 
※派遣者ごとに一つの表に記入してください。 

※当該年度の派遣開始者が様式に用意されている欄の数より多い場合は、適宜、 

欄を追加して記入してください。 

※途中帰国し、再度渡航して、複数回渡航する場合は、各年度の滞在日数合計 

を派遣期間の該当年度の欄に記入してください。ただし、１回の渡航は３ヶ 

月（６０日以上）を下回ることのないように計画してください。 
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※各派遣者の滞在日数の通算が１年（３００日以上）を下回るこ とのないよう

に計画してください。 

※平成２９年度、平成３０年度については、派遣者の氏名については決定して 

いない場合は記入する必要はありません。ただし、職名は記入してください。 

 

１１．「  ３－（３）－４ 研究者招へい計画」について（事業計画調書１２頁） 

 

１０．「３－（３）－３ 若手研究者派遣計画」に準じて記入してください。 

 

※招へい者ごとに一つの表に記入してください。 

※当該年度の招へい開始者が様式に用意されている欄の数より多い場合は、適 

宜、欄を追加して記入してください。 

※途中帰国し、再度渡航して、複数回渡航する場合は、各年度の滞在日数合計 

を招へい期間の該当年度の欄に記入してください。 

※平成２９年度、平成３０年度については、招へい者の氏名については決定し 

ていない場合は記入する必要はありません。ただし、職名は記入してくださ 

い。 

 

１２．「４－（４）．海外の連携研究グループの研究環境整備状況等」（事業計 

画調書１９頁） 

 

相手側となる海外の連携機関が、本事業を共同して実施することを承諾してい 

ることを示す以下の内容を含む証拠書類（レター、E-mail の写し等、書式は自 

由）を提出してください。 

 

①応募する事業が採択された場合に、当該事業に参加する意思の表明 

②連携機関名、主要連携研究者名 

③共同研究の内容、期間  

１３．「６．経費」について（事業計画調書２１頁～） 

（１）本プログラムでは、各年度の経費総額（事業実施経費と事業管理経費 

の合計）の上限は４千万円とします。但し、初年度（平成２８年度）に 

ついては、２千５百万円以内とします。 

 

（２）事業管理経費は、事業実施経費の１０％を上限とします。 

 

（３）各年度の事業実施経費及び事業管理経費の合計の金額と、事業計画調 

書１頁の「１．基本データ」の応募経費の各年度の応募金額を必ず照合 

し記入してください。一致しない場合は誤ったまま審査に付されること 

となります。 
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（４）本プログラムで応募することができる事業実施経費は、①若手研究者 

派遣旅費・研究者招へい旅費と、②国際共同研究を遂行するための研究 

費です（公募要領の６－２．参照）。 

① 若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費、及び国際共同研究を遂 

行するための研究費は、派遣される若手研究者及び招へいして受け入 

れる研究者ごとに、それぞれの旅費（渡航費及び派遣日数を踏まえ 

た滞在費等）の積算を記入し、その金額の合計を小計①欄に記入し 

てください。なお、旅費は、各機関の旅費規程に基づいて算定して 

ください（国際共同研究を遂行するための経費における旅費も同様）。 

②国際共同研究を遂行するための研究費は、費目（旅費、設備備品 

費等）ごとの該当する欄に、当該費目の積算内訳と合計及びその使 

途（用務、購入目的等）を記入し、金額の合計を小計②欄に記入し 

てください。また、謝金等の割合は国際共同研究を遂行するための 

研究費の５０％以内、設備備品費の割合は、同７０％以内とします。 

 

（５）本プログラムで応募することができる事業管理経費は、上述の事業実 

施経費の１０％以内とします。（公募要領の６－２．参照） 

 

（６）若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費と国際共同研究を遂行するた 

めの研究費の割合については特に目安を定めていませんが、想定される

事業規模としては下記のとおりです。 

 

・２名の派遣と１名の招へいを伴う国際共同研究 年間 2,000 万円程度 

・４名の派遣と２名の招へいを伴う国際共同研究 年間 4,000 万円程度 

※ここで言う派遣、招へいはそれぞれ１名当たり 300 日／年程度の派

遣、受入すると仮定しての人数と総金額です。 

 

（７）「６．経費」欄の記入に当たっては、記入例及び下記に掲載している「戦 略

的国際研究交流推進事業費補助金交付条件」を確認してください。 

http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/data/koufujoken.pdf 

http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/data/koufujoken.pdf
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