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独立行政法人水産大学校における公的研究費の管理体制の整備についての

取組方針

平成１９年１１月 ６日

（平成２７年 ４月 １日改正）

平成１８年８月３１日に総合科学技術会議が「公的研究費の不正使用等の防止に関

する取組について（共通的な指針）」 を決定し、平成１９年２月１５日には文部科学省

から、また、同年１０月１日には農林水産省から、それぞれ「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）」が示されたところであるが、平成２６年

２月１８日に文部科学省が、また、同年１２月１８日には農林水産省が、それ

ぞれ「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）」を改正

したことに伴い、本校としても、法律に基づき設置された独立行政法人としての

社会的責任・使命の重大性に鑑みこれまで実施してきた、公的研究費の適正な使

用に一層努めるべく、上記ガイドラインの改正の趣旨や内容を踏まえ、公的研究費

の管理・監査に関して、本方針を改正し、これを確実に実行することにより、その適正

な使用の徹底を図るものである。

１． 本校における責任体系の明確化

本校における公的研究費の運営・管理を適正に行うため、運営・管理に関わる者の

責任と権限の体系を明確化し、 本校内外に公表する。

本校における運営・管理に関わる者の責任と権限の体系は、以下のとおりとする。

① 最高管理責任者は、 本校全体を統括し、 公的研究費の運営及び管理につ

いて最終責任を負うものとし、理事長をもって充てる。

最高管理責任者は本方針を周知するとともに、それらを実施するために

必要な措置を講じる。また、統括管理責任者、副統括管理責任者及びコン

プライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等の運営・管理が行え

るよう、適切にリーダーシップを発揮しなければならない。

② 統括管理責任者は、 最高管理責任者を補佐し、 公的研究費の運営及び管

理について本校全体を総括する実質的な責任と権限をもつものとし、理事をもっ

て充てる。

統括管理責任者は、本方針に基づき、機関全体の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、実施状況を最高責任者に報告する。

③ 副統括管理責任者は、 統括管理責任者を補佐し、 公的研究費の運営及び

管理について部局責任者を総括する実質的な責任と権限をもつものとし、校長を

もって充てる。
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④ コンプライアンス推進責任者は、 各学科又は水産学研究科における公的

研究費の運営及び管理について統括する実質的な責任と権限をもつものとし、各

学科の学科長及び水産学研究科長をもって充てる。

コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者及び副統括管理責任者

の指示の下、

1) 自己の管理監督する学科等における対策を実施し、実施状況を確認
するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。

2)不正防止を図るため、学科等内の競争的資金等の運営・管理に関わる
全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管

理監督する。

3)自己の管理監督する学科等において、構成員が、適切に競争的資金等
の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善

を指導する。

※ 別添「独立行政法人水産大学校の公的研究費の管理・監査体制概念図」参

照

【参考；ガイドライン第１節】

① 機関全体を統括し、競争的資金等の運営・管理について最終責任を負う者（以

下、 「最高管理責任者」 という。） を定め、その職名を公開する。最高管理責

任者は、原則として、機関の長が当たるものとする。

<役割>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。また、統括管理

責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的資金等

の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮しなければ

ならない。

② 最高管理責任者を補佐し、 競争的資金等の運営・管理について機関全体を

統括する実質的な責任と権限を持つ者(以下、 「統括管理責任者」 という。） を

定め、その職名を公開する。

<役割>統括管理責任者は、不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責

任者であり、基本方針に基づき、機関全体の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。

③ 機関内の各部局等（例えば、大学の学部、附属の研究所等、一定の独立した

事務機能を備えた組織） における競争的資金等の運営 ・ 管理について実質的
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な責任と権限を持つ者（以下、 「コンプライアンス推進責任者」 という。）を定

め、その職名を公開する。

<役割>コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、

1)自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状
況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。

2)不正防止を図るため、部局等内の競争的資金等の運営・管理に関わ
る全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を

管理監督する。

3)自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に競
争的資金等の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に

応じて改善を指導する。

２．適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

最高管理責任者は、公的研究費の不正な使用（以下、 「不正」 という。）が行わ

れる可能性が常にあるという前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止

機能を備えた環境・体制の構築を図る。

（１）ルールの明確化・統一化

本校における公的研究費の事務処理手続に関するルールは、 学内共通のもの

とし、関係規程に定められているところによる。

関係規程に基づくルールと運用の実態が乖離していないか、関係規程の所

管部署は適宜点検し、必要に応じて見直しを行う。

また、ルールの全体像を体系化し、学内で分かりやすい形で周知する。

※ 別添 「独立行政法人水産大学校における事務処理手続・研究費の使用に関す

るルール一覧表」参照

【参考；ガイドライン第２節（１）】

競争的資金等に係る事務処理手続きに関するルールについて、 以下の観点か

ら見直しを行い、明確かつ統一的な運用を図る。

① 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員にとって分かりやすいよう

にルールを明確に定め、ルールと運用の実態が乖離していないか、適切なチェ

ック体制が保持できるか等の観点から点検し、必要に応じて見直しを行う。

② 機関としてルールの統一を図る。ただし、研究分野の特性の違い等、合理的

な理由がある場合には、機関全体として検討の上、複数の類型を設けることも



- 4 -

可能とする。 また、ルールの解釈についても部局等間で統一的運用を図る。

③ ルールの全体像を体系化し、 競争的資金の運営・管理に関わる全ての構

成員に分かりやすい形で周知する。

（２） 職務権限の明確化

公的研究費の執行に関して、 各段階の関係者の権限と責任を明確化する。

※ 別添「物品調達に係るフローチャート」、 「旅費に係るフローチャート」及び「雇用

（契約職員等）に係るフローチャート」参照

【参考；ガイドライン第２節（２）】

① 競争的資金等の事務処理に関する構成員の権限と責任について、機関内で

合意を形成し、 明確に定めて理解を共有する。

② 業務の分担の実態と職務分掌規程の間に乖離が生じないよう適切な職務分掌

を定める。

③ 各段階の関係者の職務権限を明確化する。

④ 職務権限に応じた明確な決裁手続きを定める。

（３） 関係者の意識向上

「独立行政法人水産大学校における研究活動に係る行動規範」 を策定し、 すべ

ての役員及び教職員がこの行動規範の遵守を徹底して、 研究活動の健全な環境の

確保と信頼性・公平性の向上に努める。

また、行動規範及び各種のルールの周知・徹底を図るため、原則として、すべての

役員及び教職員が出席する説明会の開催によるコンプライアンス教育を実施す

ることとし、受講者の受講状況及び理解度について把握することとする。

なお、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、誓約書の提

出を求めることとする。

※ 別添 「独立行政法人水産大学校における研究活動に係る行動規範」 参照

【参考；ガイドライン第２節（３）】

① 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に、自らのどのような行為が

不正に当たるのかをしっかりと理解させるため、コンプライアンス教育（機関の不
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正対策に関する方針及びルール等）を実施する。

② 実施に際しては、受講者の受講状況及び理解度について把握する。

③ これらの内容を遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図る

ために、競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、受講の

機会等に誓約書等の提出を求める。

④ 競争的資金等の運営・管理に関わる全ての構成員に対する行動規範を策

定する。

（４） 告発等の扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

本校内外からの告発等を受け付ける窓口を庶務課長とし、不正に係る情報に

ついては庶務課長より迅速かつ確実に最高管理責任者に伝えることとする。

不正に係る調査については、 「独立行政法人水産大学校公益通報処理規程」 に

基づき、公平性・客観性を確保し、適切な対応を行う。

また、懲戒に関しては、 「独立行政法人水産大学校職員の懲戒等に関する規程」

に基づき、公平性・客観性を確保し、適切な対応を行う。

【参考；ガイドライン第２節（４）】

① 機関内外からの告発等（機関内外からの不正の疑いの指摘、本人からの

申出など）を受け付ける窓口を設置する。

② 不正に係る情報が、窓口の担当者等から迅速かつ確実に最高管理責任者

に伝わる体制を構築する。

③ 以下の（ア）から（オ）を含め、不正に係る調査の体制・手続等を明確

に示した規程等を定める。

（ア）告発等の取扱い

告発等を受け付けた場合は、告発等の受付から３０日以内に、告発等

の内容の合理性を確認し調査の要否を判断するとともに、当該調査の要

否を配分機関に報告する。

また、報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も同様の

取扱いとする。

（イ）調査委員会の設置及び調査

調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査を実施す

る。調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関

与の程度、不正使用の相当額等について調査する。

（ウ）調査中における一時的執行停止

被告発者が所属する研究機関は、必要に応じて、被告発者等の調査対



- 6 -

象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずるこ

ととする。

（エ）認定

調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与

の程度、不正使用の相当額等について認定する。

（オ）配分機関への報告及び調査への協力等

1)機関は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等につい
て配分機関に報告、協議しなければならない。

2)告発等の受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生要因、不正
に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状

況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限ま

でに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に

提出する（付属資料１）。

3)また、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場
合には、速やかに認定し、配分機関に報告する。

4)上記のほか、配分機関の求めに応じ、調査の終了前であっても、調
査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出する。

5)また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事
案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じる。

④ 不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透

明性の高い仕組みを構築する。

⑤ 懲戒の種類及びその適用に必要な手続等を明確に示した規程等を定める。

３． 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

最高管理責任者は、不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止対応計画

を策定・実施することにより、関係者の自主的な取り組みを喚起し、不正の発生を防止

する。

（１） 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定

「独立行政法人水産大学校の公的研究費の不正防止計画」を策定する。

なお、今後も、不正を発生させる要因の把握とその分析を進めるとともに、文部

科学省及び農林水産省等からの情報提供や他の機関における対応等も参考に

しつつ、不正防止計画については必要な見直しを行うものとする。

※ 別添「独立行政法人水産大学校の公的研究費の不正防止計画」参照
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【参考；ガイドライン第３節（１）】

① 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

系的に整理し評価する。

② 不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定する。

（２） 不正防止計画の実施

不正防止計画の推進を担当する部署として、 不正防止計画推進委員会を設

置する。

最高管理責任者のリーダーシップの下、不正防止計画推進委員会は、不正を

発生させる要因の把握・検証を行い、不正発生要因に対する具体的な改善策を

講じ、実施状況を確認するほか、①適切なチェック体制の構築や本校のルール

についての提言、 ②行動規範案の作成 （改正を含む。）、③行動規範の本校全

体への浸透などに取り組むこととする。

【参考；ガイドライン第３節（２）】

① 研究機関全体の観点から不正防止計画の推進を担当する者又は部署（以下

「防止計画推進部署」という。）を置き、機関全体の具体的な対策を策定・実施し、

実施状況を確認する。

② 最高管理責任者が率先して対応することを機関内外に表明するとともに、自ら

不正防止計画の進捗管理に努めるものとする。

４．研究費の適正な運営・管理活動

上記３で策定した不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行う。

また、業者との癒着の発生を防止するとともに、不正につながりうる問題が捉えられ

るよう、実効性のあるチェックが効くシステムを構築して管理する。

【参考；ガイドライン第４節】

① 予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認する。 予算

執行が当初計画に比較して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題が

ないか確認し、 問題があれば改善策を講じる。

② 発注段階で支出財源の特定を行い、予算執行の状況を遅滞なく把握できるよ

うにする。
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③ 不正な取引は構成員と業者の関係が緊密な状況で発生しがちであることに鑑

み、癒着を防止する対策を講じる。このため、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機関として定め、機関の不正対策に関する方針及びル

ール等を含め、周知徹底し、一定の取引実績（回数、金額等)や機関におけるリ

スク要因・実効性等を考慮した上で誓約書等の提出を求める。

④ 発注・検収業務については、原則として、事務部門が実施することとし、当事者

以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営し、運用する。

⑤ ただし、研究の円滑かつ効率的な遂行等の観点から、研究者による発注

を認める場合は、一定金額以下のものとするなど明確なルールを定めた上

で運用する。その際、研究者本人に、第２節（２）の「実施上の留意事項」

の④に示す権限と責任についてあらかじめ理解してもらうことが必要であ

る。

⑥ また、物品等において発注した当事者以外の検収が困難である場合であ

って、一部の物品等について検収業務を省略する例外的な取扱いとする場

合は、件数、リスク等を考慮し、抽出方法・割合等を適正に定め、定期的

に抽出による事後確認を実施することが必要である。

⑦ 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、機器の保守・点検など）に関する検収について、実効性のある明確な

ルールを定めた上で運用する。

⑧ 非常勤雇用者の勤務状況確認等の雇用管理については、原則として事務

部門が実施する。

⑨ 換金性の高い物品については、適切に管理する。

⑩ 研究者の出張計画の実行状況等を部局等の事務で把握できる体制とする。

５．情報発信・共有化の推進

公的研究費の運営 ・ 管理を適切に行うため、 ルールに関する理解を本校内の

関係者に浸透させるとともに、本校内外からの情報が適切に伝達される体制を構築す

る。

その一環として、 公的研究費の使用に関するルール等について、 本校内外から

の相談を受け付ける窓口を設けることとし、相談受付窓口を企画情報部企画課に統一

する。

【参考；ガイドライン第５節】

① 競争的資金等の使用に関するルール等について、 機関内外からの相談を受

け付ける窓口を設置する。
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② 競争的資金等の不正への取組に関する機関の方針等を外部に公表する。

６．モニタリングの在り方

不正使用の発生の可能性を最小にすることを目指し、機関全体の視点から実効性

のあるモニタリング体制を整備し、定期的に一定数財務情報のチェックを実施す

る。

特に、事前通告なしに、かつ、不定期に行う事実確認のための検査の有効性に留

意してモニタリングを行うものとする。

【参考；ガイドライン第６節】

① 競争的資金等の適正な管理のため、機関全体の視点からモニタリング及び監

査制度を整備し、実施する。

② 内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要

件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを一定数実施する。ま

た、競争的資金等の管理体制の不備の検証も行う。

③ 内部監査部門は、上記②に加え、第３節（２）の防止計画推進部署との連携を

強化し、同節（１）「実施上の留意事項」①に示すリスクを踏まえ、機関の実態に即

して要因を分析した上で、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを

抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実施する。

④ 内部監査部門を最高管理責任者の直轄的な組織と して位置付け、 必要な

権限を付与するための内部規程等を整備する。

⑤ 内部監査部門と監事及び会計監査人との連携を強化する。

⑥ 機関は、第７節（１）「文部科学省が実施すべき事項」③に掲げる調査に

ついて協力することとする。

７．文部科学省等及び本校による体制整備の不備がある機関に対する措置の在

り方

本校が競争的資金の配分機関である場合に、文部科学省等が行う調査に対し

て配分機関として所要の対応を行う。

【参考；ガイドライン第７節（２）】

Ⅰ．実態把握のためのモニタリング
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文部科学省は、ガイドラインに基づく体制整備等の実施状況について、書

面による報告を機関に求め、機関は、書面による報告を文部科学省に提出す

る。

Ⅱ．措置のためのモニタリング等

① 文部科学省は、毎年度、履行状況調査の実施方針等を定め、一定数を

抽出し、機関におけるガイドラインに基づく体制整備等の状況について

調査を実施し、ガイドラインの「機関に実施を要請する事項」等につい

て確認する。また、配分機関において、不正が確認された機関も当該調

査の対象とする。

② 文部科学省は、上記①の調査以外にも、緊急・臨時の案件に機動的に

対応するため、必要に応じて機動調査を実施し、ガイドラインに基づく

体制整備等の実態把握を行う。

③ 文部科学省が有識者による検討も踏まえ、上記①、②の調査の結果に

おいて機関の体制整備等の状況について不備があると判断する場合は、

当該機関に対して、文部科学省は以下の（ア）の措置を講じ、その結果

を受けて、配分機関は（イ）及び（ウ）の順に段階的な措置を講じる。

また、文部科学省は調査結果及び措置の状況を公表する。

ただし、文部科学省が機関における体制整備に重大な不備があると判

断した場合又は機関における体制整備の不備による不正と認定した場合

は、必要に応じて、段階的な措置によらず、文部科学省が（ア）を講じ

ると同 時に、配分機関は（イ）の措置を講じることとする。

なお、措置の検討に当たっては、機関からの弁明の機会を設けるもの

とする。

（ア）管理条件の付与

文部科学省は、機関に対し、体制整備等の不備について、改善事項

及びその履行期限（１年）を示した管理条件を付す。また、文部科学

省は、管理条件の履行状況について毎年度フォローアップ調査を実施

し、調査結果を機関及び配分機関に通知する。

（イ）間接経費の削減

配分機関は、文部科学省がフォローアップ調査の結果において、管

理条件の履行が認められないと判断した場合は、当該機関に対する競

争的資金における翌年度以降の間接経費措置額を一定割合削減する

間接経費措置額の削減割合については、フォローアップ調査の結果

に応じて、段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の１５％とする。

（ウ）配分の停止



- 11 -

間接経費を上限まで削減する措置を講じている間においても文部科

学省が管理条件の履行が認められないと判断した場合は、配分機関は、

当該機関に対する翌年度以降の競争的資金の配分を停止する。

④ ③の（ア）から（ウ）の措置の解除は、以下によるものとする。

（ア）の措置は、機関において管理条件を着実に履行していると文部

科学省が判断した時点で、文部科学省が解除する。

（イ）の措置は、機関において管理条件を着実に履行又は履行に進展

があると文部科学省が判断した場合、配分機関がその翌年度に解除す

る。

（ウ）の措置は、機関において管理条件を着実に履行又は履行に進展

があると文部科学省が判断した時点で、配分機関が解除する。

８．本校による競争的資金制度における不正への対応

本校として、競争的資金に関する不正への対応として、配分を行った機関に

対し必要な指示を行うとともに措置を講ずるものとする。

【参考；ガイドライン第８節】

① 配分機関は、機関から調査実施の要否について報告を受けた場合は、機

関に対して必要な指示を行うこととする。

② 配分機関は、機関における調査が適切に実施されるよう、調査方針、調

査対象及び方法等の報告を受け、必要に応じて指示を行うとともに、当該

事案の速やかな全容解明を要請する。

③ 配分機関は、調査の過程であっても、機関から不正の一部が認定された

旨の報告があった場合は、必要に応じ、不正を行った研究者が関わる競争

的資金について、採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に対する執行

停止の指示等を行う。

④ 配分機関は、機関から不正を認定した最終報告書が提出され、それを確

認した場合は、当該報告書の内容を踏まえ、以下の措置を講じることとす

る。

（ア）機関に対する措置

・第７節（２）Ⅱ参照

（イ）機関・研究者に対する措置

・不正に係る競争的資金の返還等不正があった競争的資金において、配

分機関は、機関又は研究者に対し、事案に応じて、交付決定の取消し等
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を行い、また、研究費の一部又は全部の返還を求める。

（ウ）研究者に対する措置

・競争的資金への申請及び参加資格の制限

不正があった競争的資金において、配分機関は、不正を行った研究者

及びそれに共謀した研究者等に対し、事案に応じて、競争的資金への申

請及び参加資格を制限する。

⑤ 配分機関は、機関が告発等を受け付けた日から２１０日以内に最終報

告書の提出がない場合、当該機関に対して、状況に応じて、報告遅延に

係る以下の措置を講じることとする。

ただし、報告遅延に合理的な理由がある場合は、当該理由に応じて配

分機関が別途、最終報告書の提出期限を設けるものとする。

（ア）配分機関は、当該機関の不正に関する告発等があった競争的資金に

おける翌年度以降の１か年度の間接経費措置額を一定割合削減する。

間接経費措置額の削減割合については、提出期限を過ぎた日数に応じて、

段階的に引上げ、上限を間接経費措置額の１０％とする。

（イ）被告発者が自らの責任を果たさないことにより最終報告書の提出が

遅延した場合、配分機関は、当該研究者が関わる競争的資金について、

採択又は交付決定の保留、交付停止、機関に対する執行停止の指示等を

行う。


