
（１）ルールの明確化・統一化

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画

（２）職務権限の明確化

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画
競争的資⾦等の事務処理に関する構成員の権限、責
任、業務分担、職務権限、及び決裁権限に応じた決裁
⼿続きについて「学校法⼈関⻄⼤学経理規則」、「学
校法⼈関⻄⼤学経理規則細則」、及び「学校法⼈関⻄
⼤学⽂書取扱規程」等に定めている。

ルールと実態
が乖離する。

研究者には、研究費の所管事務室が毎年説明
会を開催し、より具体的なフロー等について
説明している。
競争的資⾦等の事務処理については、財務シ
ステム等により権限と実際の⼿続きに乖離が
⽣じないよう管理している。

2020年度 公的研究費等の不正防⽌計画

研究費⽀出ルールを統⼀化するため「研究費の⽀出に
関する取扱内規」を制定し、研究費の使⽤及び管理に
係る⼿続きを具体的に⽰した「研究費⽀出⼿続きハン
ドブック」及び「⽀出様式」を、研究推進部及び社会
連携部HPで公開するとともに、毎年構成員に配布して
いる。
また、上記の規程等については、必要に応じて研究費
の所管事務室や各学部の副学部⻑がメンバーとなって
いる研究推進委員会で協議し、⾒直しを⾏っている。

ルールと実態
が乖離する。

事務担当者が、研究費の使⽤及び管理に係る
⼿続きへの理解を深め、研究者からの問合せ
等についても、研究費⽀出⼿続きハンドブッ
ク等のルールに基づいて対応している。
研究費⽀出⼿続きハンドブックの内容に変更
が⽣じた場合、冒頭に主な変更点を記載して
いる。

 関⻄⼤学では、⽂部科学省「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年2
⽉15⽇制定、平成26年2⽉18⽇改正）に基づき、「公的研究費等取扱規程」を制定し、本学における公的研究費等の適
正な運営・管理のための取り組みを実施している。
 研究推進部は、公的研究費等取扱規程及び最⾼管理責任者が定める不正防⽌対策の基本⽅針に沿って、研究推進委員
会及び関係部署とともに、以下のとおり不正防⽌計画を策定した。

第２節 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備

第１節　機関内の責任体系明確化

最⾼管理責任者

理事⻑

統括管理責任者

学⻑

公的研究費等の運営・管理について、最終責任を負う。最⾼管理責任者は、不正防⽌対策の
基本⽅針を策定・周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。

最⾼管理責任者を補佐し、公的研究費等について、本学全体を統括する責任と権限を持つ。
統括管理責任者は、不正防⽌対策の基本⽅針に基づき具体的な対策を策定・実施し、実施
状況を確認するとともに、実施状況を最⾼管理責任者に報告する。

コンプライアンス責任者

学部⻑
研究科⻑等

学部⻑
研究科⻑等

学部⻑
研究科⻑等

統括管理責任者の指⽰の下、公的研究費等の運営・管理に
ついて責任を負う。

…

…

…

…

部局構成員 部局構成員 部局構成員…

事務管理責任者
公的研究費等の事
務を担当する課・
事務室・グループ

の⻑

公的研究費等の経費管理及び諸⼿続
について、責任を持つ。

…

部局構成員

※太字は今年度新たに取り組む事項
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2020年度 公的研究費等の不正防⽌計画

（３）関係者の意識向上

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画
（４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

相談・告発受付窓⼝を学⻑室に設置し、連絡先、⽅法
について、HPに公表し、学内外に周知している。
「公的研究費等取扱規程」及び「公的研究費等取扱規
程に係る調査委員会実施要領」により、不正に係る調
査の体制・⼿続等を明確に⽰している。
「職員懲戒規程(就)」により懲戒の種類及びその適⽤
に必要な⼿続等を明確に⽰している。

学内の研究者
に相談・告発
受付窓⼝の存
在が⼗分に認
識されていな
い。

研究活動上の不正⾏為、研究費の不正使⽤に
関する相談・告発窓⼝に関するチラシを作成
し、毎年研究者に送付している。
またアルバイト雇⽤している就業者にも就業
前に同様のチラシを配布する。

⽂部科学省から⽰されているコンテンツを利⽤し、コ
ンプライアンス研修を実施している。
〈研究者（学⽣含む）〉
研究者向けコンテンツを視聴し、その後チェックシー
トの提出を求めている。学外者については所属機関で
受講しているか確認し、未受講の場合は本学で受講を
義務付けている。
〈事務職員〉
研究管理業務に携わる事務職員は、部署単位で管理者
向けコンテンツを受講し、チェックシートの提出を求
めている。受講状況について研究⽀援・社会連携グ
ループでとりまとめている。
また、競争的資⾦等の運営・管理に関わる全ての構成
員に対し、原則として、年度始めに誓約書の提出を求
めている。

コンプライア
ンス研修の未
受講者への対
応と理解度の
確認が⼗分で
ない。

コンプライアンス研修の未受講者について
は、研究推進委員会を通じてコンプライアン
ス責任者（学部⻑・研究科⻑等）に報告し、
督促してもらうこととしている。
提出されたチェックシートの結果を集計し、
誤解の多い設問を把握し、次回の研修に活か
す等、今後検討する。
コンプライアンス研修の受講者を対象に、い
つでも再受講できる環境を整備する。具体的
には、研究推進部のHP 上でコンプライアンス
研修を受講できるようにして、希望者には
DVD の貸出も⾏う。
不正防⽌の啓発の⽂⾔を研究費⽀出⼿続きハ
ンドブックに掲載する。
新任教員については、着任後のオリエンテー
ションにおいて研究公正に対する本学での取
り組みを説明している。
コンプライアンス研修の受講間隔について
は、5年間隔とする。
他⼤学等で⽣じた不正事例等について、学部
⻑・研究科⻑会議や研究推進委員会を通じて
全教員に周知する。

第２節 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備

※太字は今年度新たに取り組む事項
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2020年度 公的研究費等の不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画
【全体】 【全体】
・研究者が、予算執⾏状況を随時パソコンで照会でき
るシステムを導⼊している。
・研究費所管事務室では、研究者に対して、各⾃で研
究費照会システムにより執⾏状況を確認しながら計画
的に⽀出するよう、定期的に案内している。その際に
事務担当者が執⾏率を確認し、執⾏率が低い場合は注
意喚起している。
・不正な取引に関与した業者への取引停⽌等の処分⽅
針を「関⻄⼤学経理規則細則」第59条にて定めてお
り、取引業者に周知している。また、本学との取引状
況を考慮した上で、業者から誓約書の提出を求めてい
る。

・研究費の⼊⾦前に⼤学による研究費の⽴替
を⾏い、継続して研究を⾏える環境を研究機
関として提供している。
・⼆重払いを防⽌するために、再発⾏された
請求書については、すでに⽀払いがないか、
研究者と業者に⼗分に確認を⾏うことを周
知・徹底している。

【物品】 【物品】
・公的研究費で購⼊した物品は、⾦額に関わらず全て
事務担当者が納品確認を⾏っている。
・検収業務は、当事者以外によるチェックが有効に機
能する仕組みにしており、事務職員、研究者、業者そ
れぞれに合わせた「納品検収マニュアル」により運⽤
している。同マニュアルには、特殊な役務（データ
ベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作
成、設備の保守・点検・修理等）の場合は、成果物の
確認や、保守・点検・修理されたものの動作確認を⾏
う必要があることなどを明記している。
・発注段階で⽀出財源を特定するため、請求書・納品
書等の書類の宛名に、⽀出財源となる研究費名を記⼊
するよう、研究者や業者に依頼している。⾃⼰調達・
事務発注いずれも、事務担当者が財務システムを⽤い
て「調達依頼書」・「⽀払依頼書」を作成しており、
⽀出財源の⼊⼒が必須となっている。

・納品確認時に納品書等のコピーをとり、研
究費所管事務室に送付することにより、⽀払
書類が研究者の⼿元で滞っていないかを⽀払
担当者が定期的に点検し、予算執⾏状況を遅
滞なく把握している。
・納品確認の際に、原則として、１ヶ⽉以上
前に納⼊した物品を持参した場合は、早めの
⼿続きについて、注意を促している。
・設備備品は原則、10⽉末⽇までの購⼊をお
願いしており、「補助⾦」及び「基⾦の最終
年度」の研究課題については、11⽉1⽇以降の
納品分は「設備備品遅延理由書」を徴してい
る。
・納品確認の対象となっている研究費につい
ては、調達依頼書や⽀払依頼書等、財務シス
テムから出⼒する帳票に「公的研究費」等⽂
⾔をシステムで印字し特定させることによ
り、納品確認印を確認している。

不正を発⽣させる要因がどこにどのような形であるの
か、機関全体の状況を体系的に整理し、具体的な不正
防⽌計画を策定している。

不正発⽣要因
の認識が⼗分
でない。

研究推進委員会において、他⼤学等の不正事
例を都度紹介し、不正発⽣要因の共通理解を
図っている。
他⼤学の研究⽀援部⾨との間で定期的に情報
交換を⾏なっており、不正発⽣要因について
も意⾒交換している。
⽂部科学省HPに記載されている不正事案によ
り情報収集し、研究者に周知する。

研究⽀援・社会連携グループが中⼼となり不正防⽌計
画を推進しており、毎年度、不正防⽌計画を⾒直す際
に、各部署の実施状況を確認し、次年度の更新版の不
正防⽌計画に反映させている。

不正発⽣要因
に対する具体
的な対策の実
施状況、結果
が把握しにく
い。

2020年度不正防⽌計画作成時に、不正発⽣要
因に対する具体的な対策の実施状況、結果が
把握しやすい形式にまとめた。

第３節　不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

第４節　研究費の適正な運営・管理活動

（１）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

ルールと実態
が乖離する。

予算執⾏に特
定時期への偏
りが⽣じる。

取引に対する
チェックが不
⼗分である。

※太字は今年度新たに取り組む事項
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2020年度 公的研究費等の不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画
【物品】（続き）
・研究者の⾃⼰調達については、１業者に対し１回⼜
は１⽇の取引額の合計が20万円未満の場合にのみ認め
ている。
・1件または1組が5万円以上の備品については、物品
名、購⼊⾦額、設置場所等を記載した台帳にて管理
し、物品にラベルを貼付している。また、20万円以上
のものについては、定期的に現物照合を⾏っている。

【物品】（続き）
・特別仕様の機器は、価格が適正かどうかの
判断が難しいため、⾒積書には、調達するも
のの内容がわかる設計図⾯や類似品の納⼊実
績等の添付を義務付けている。

【旅費】 【旅費】
・研究者が出張する際には、原則として事前に、出張
計画に基づき所属⻑の認めた「出張命令書」と、会合
のアポイントメールの写し、開催案内等の証拠書類の
提出を求めている。事後に出張⽤務の内容を記載した
「出張報告書」と、出張の事実の分かる書類（宿泊証
明書等）の提出を義務付けている。

・⾏程等について、事務担当者がその妥当性
を精査し、必要に応じて研究者に問い合わせ
ている。
・旅費システムにおいて、他の研究費等によ
る出張との重複を機械的にチェックしてい
る。

【謝⾦】 【謝⾦】

第４節　研究費の適正な運営・管理活動 (続き)

・研究⽀援・社会連携グループは、内部監査
等で勤務管理状況等のヒアリングを⾏うこと
を、研究者と就業者に予め周知している。
・注意を喚起してもらうために「適正な勤務
管理の徹底について」の⽂書を毎年、全教員
に配付している。
・本学学⽣がアルバイトを⾏う場合、就業前
に「アルバイト届」と同時に「履修届」の提
出を求めている。
・「アルバイト届」に就業者の作業内容を具
体的に記⼊するよう明記し、研究者と就業者
が相互に勤務条件及び作業内容を確認するた
めのチェック項⽬を設ける。
・「アルバイト届」提出時に就業者に配布す
る留意事項に、就業者側に、研究者から説明
を受けた勤務条件、業務内容等が異なるなど
疑問が⽣じた場合、事務局に相談すること及
び研究費はルールに従って適正に執⾏するも
のであり、作業と結果報告を正確に⾏うこと
についての説明を追加する。
・定期的に雇⽤されている就業者やTA・SA業
務に従事する学⽣就業者等の勤務表の管理を
事務で⾏えるよう学内調整を進める。
・勤務表の「業務内容」「勤務時間」欄は、
就業者が⾃筆で記⼊している。
・アルバイト代は就業者本⼈の銀⾏⼝座に⼤
学から直接振込みを⾏っている。
・勤務管理のシステム上で、他の研究費等に
よる勤務時間との重複をチェックしている。
・講演料等を⽀出する際は、講演会当⽇に、
講演者等本⼈に「専⾨的知識の提供につい
て」の様式に⾃署を求めている。現⾦による
⽀出を極⼒避け、講演者本⼈の銀⾏⼝座に直
接振り込んでいる。

ルールと実態
が乖離する。

予算執⾏に特
定時期への偏
りが⽣じる。

取引に対する
チェックが不
⼗分である。

・⾮常勤雇⽤者の勤務管理については、毎年度就業前
に「アルバイト届」を必ず本⼈に窓⼝まで持参させる
こととしており、その際に「公的研究費等によるアル
バイトに係る留意事項」を⼿渡し、⼝頭でも説明して
いる。勤務の発⽣の都度、本⼈が「勤務表」に記⼊・
押印し、内容を研究者が確認した上で⾃署し、さらに
事務担当者が内容を確認することで勤務状況を把握し
ている。
・謝礼として⾦券を使⽤する場合は、原則として使⽤
後の⽀払い⼿続きとし、⼿渡しした相⼿や⾦額等が明
記され、受領の署名がある書類の提出を義務付けてい
る。

※太字は今年度新たに取り組む事項
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2020年度 公的研究費等の不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画

これまでの実⾏施策 不正発⽣要因等 不正防⽌計画
内部監査室は、「公的研究費等取扱規程」に基づき、
毎年度、監査計画を策定し、内部監査を実施してい
る。
内部監査室は、会計書類のチェックに加え、研究⽀
援・社会連携グループと連携し、以下のリスクアプ
ローチ監査を実施している。
【物品】
・⼀部の研究者に対し、設備備品等の設置状況及び換
⾦性の⾼い物品等の使⽤状況を確認
・取引額が多い業者から取引帳簿を徴収し、本学及び
業者が保有・把握する取引情報を突合
【旅費】
・宿泊先に対し宿泊の事実を確認
 （宿泊を伴う出張後に事実を証する書類等の提出が
ない場合）
・出張期間中における休講措置の有無を確認
・⼀部の研究者に対しヒアリングにより、出張の⽬的
及び研究課題との関連性を確認
【謝⾦】
・⼀部のアルバイトに対しヒアリングにより、勤務管
理状況等を確認（本学学⽣については勤務時間と履修
状況を突合）
内部監査室は、毎年度、監事及び監査法⼈に監査結果
を報告し、監査内容について意⾒交換を⾏っている。

ルールと実態
が乖離する。

検収業務やモ
ニタリング等
の形骸化。

⾮常勤雇⽤者
の勤務状況確
認等の雇⽤管
理が研究室任
せになってし
まう。

内部監査室は、会計書類のチェック及びリス
クアプローチ監査に加えて、不正防⽌計画へ
の取組について、以下のとおり機関全体のモ
ニタリングが有効に機能する体制となってい
るか確認・検証する。
・内部監査の結果を踏まえて、ルールや
チェックシステムに改善すべきことがないか
検証する。
・発注・検収業務や雇⽤管理などの現場にお
けるチェックが機能しているか確認する。
・研究⽀援・社会連携グループによるモニタ
リングが機能しているか確認する。

研究推進部のＨＰ上に、各研究費に関する問い合わせ
先、及び競争的資⾦等の不正への取組に関する機関の
⽅針等を記載している。

相談・告発受
付窓⼝の存在
が⼗分に認識
されていな
い。

研究活動上の不正⾏為、研究費の不正使⽤に
関する相談・告発窓⼝に関するチラシを作成
し、毎年学内の研究者に送付している。

第６節　モニタリングの在り方

第５節　情報発信・共有化の推進

※太字は今年度新たに取り組む事項
（下線部分は2020年10⽉から新たに追加・変更する事項） 5 / 5 ページ


