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立正大学不正防止推進委員会

文部科学省
ガイドライン

大項目
不正発生要因 R02年度計画

計画実施
責任主体

①最高責任管理者は、公的研究費の運営・管理の
最終責任を負うものとし、不正防止対策の基本方
針を定期的に見直すとともに、それらを実施するた
めに積極的に関与する。

③統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任
者が責任をもって公的研究費の運営・管理が行え
るよう学内体制を強化し、責任を明確化する。

最高管理責
任者

②統括管理責任者は、責任を持って不正防止対策
の運営・管理が行われるよう、基本方針に基づき不
正防止計画を定期的に見直すとともに、着実に実
施し、その実施状況の把握に努める。

統括管理責
任者

不正防止推
進委員会

③コンプライアンス推進責任者は、不正防止計画に
基づき、自己の管理監督する部局全体の研究活動
を把握し、公的研究費の不正使用の防止に努め
る。
③学内での不正防止を図るため、コンプライアンス
研修の実施と受講状況を管理、監督する。

研究推進・地
域連携課

コンプライアン
ス推進責任者

①公的研究費に関する説明会を定期的に開催する
とともに、欠席者へのフォローを強化し、コンプライ
アンス意識を向上させる。

研究推進・地
域連携課

１．機関内における責
任体系の明確化

本学では、適正に公
的研究費の運営・管
理を行うために、責任
者が不正防止対策に
責任を持ち、積極的
に推進していくと共
に、役割、責任の所
在、責任および権限
を明確化し、責任体
系を学内外に周知・
公表する。

２．適正な運営・管理
の基盤となる環境の
整備

公的研究費のルール
解釈の相違を防ぎ、
適切な運営・管理を
行うため、ルールの浸
透を図り、コンプライ
アンス意識を向上さ
せる。また、不正使用
に対しては、公正かつ
厳正な処分等を行う。

①本学の不正防止対策の基本方針である「立正大
学公的研究費の運営・管理ガイドライン」がH27年
度から更新されておらず、文部科学省が制定してい
るガイドラインを網羅していない。

②不正防止推進委員会が定期的に開催されておら
ず、また、不正防止計画の定期的な見直しもされて
いない。

③コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監
督する部局に対して不正防止対策やコンプライアン
ス教育の実施など積極的に関与し、その実施状況
を統括管理責任者へ報告せねばならないがなされ
ていない。
　-　公的研究費を実質的に管理・運営している研
究推進・地域連携センターの長がコンプライアンス
推進責任者になっていない。
　- 公的研究費で購入した備品、図書を管理してい
る部局（管財部、図書館）の長がコンプライアンス推
進責任者になっていない。
　- 学部事務室では、研究者からの要請を受けて、
無意識に公的研究費の執行に関わる可能性もあ
る。

①説明会に参加できない教員に対して、説明会資
料を配布するにとどまっている。
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②公的研究費に関わる全ての教職員へ誓約書の
提出を徹底させ、コンプライアンス意識を向上させ
る。

研究推進・地
域連携課

③通報窓口を第三者機関に設置することについて
の検討を行う。

不正防止推
進委員会

①定期的に予算執行状況を確認し、遅滞が認めら
れた場合は改善を求めるなど、適切な予算執行の
維持に努める。また、必要に応じて繰越制度の活
用、返還等の指導を行う。

研究推進・地
域連携課
経理課

②取引業者へ公的研究費に関する誓約書の提出
を徹底させる。必要に応じて債務内容の確認を行う
など、取引業者へのモニタリング体制を構築し不正
な取引や癒着を防止する。

経理課

⑦研究者による発注を行う場合のルールを明確化
し、適切な予算執行が行われるよう管理する。

⑦検収作業は単一の部署に偏らせず、双方向から
のモニタリングを行える体制を整備する。

⑧換金性が高いと判断した物品については金額に
関わらず記録し、不定期な確認を行うなど適切な物
品管理を行う。

⑪特定の業者に発注が集中しているケースなど、
不正発生リスクの高い取引を抽出し、重点的にモニ
タリングを行うなど取引業者との癒着を防止する。

研究推進・地
域連携課
経理課

２．適正な運営・管理
の基盤となる環境の
整備

公的研究費のルール
解釈の相違を防ぎ、
適切な運営・管理を
行うため、ルールの浸
透を図り、コンプライ
アンス意識を向上さ
せる。また、不正使用
に対しては、公正かつ
厳正な処分等を行う。

３．研究費の適切な
運営・管理

不正防止計画を踏ま
え、予算を適正に執
行する。取引業者と
教職員との癒着を防
止するとともに、公的
研究費を使用して行
われる雇用や旅費等
についても不正につ
ながりうる問題を捉
え、チェック体制を整
備する。

②文科省補助事業に携わる者など一部誓約書を徴
していない事例が見られる

③通報者保護の観点から、通報窓口を第三者機関
に設置することが望ましいとされているが、第三者
機関に設置されていない。

①原則メールでの執行催促、ヒアリングに留まって
おり、指導の域にまで達していないと思われ、年度
末に研究に必ずしも必要とは思われない物品の購
入などに繋がる懸念がある。

②取引業者に誓約書を提出させていないケースが
ある。

③特殊な役務に対する検収方法について、現行規
程では「経理部長が取引内容に鑑み必要性がある
と認めたときは～」となっているが、これまでチェック
されたことが無く、特殊な役務の検収方法が守られ
ていなかった。

④出張の事実確認のために関係者・用務先・旅行
代理店等への問い合わせなどによる事実確認は行
われておらず、重複受給やカラ出張等の対策が万
全では無い。

⑤公的研究費による雇用関係の把握のために、ア
ルバイトへの不定期な調査が行われた実績が無
く、実態の伴わないアルバイト費の請求等への対策
が万全では無い。

⑥研究者によるキックバックや着服を防止するため
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③データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作
成・機器保守・点検などの特殊な役務契約に対する
検収条件・方法等を明確化する。

研究推進・地
域連携課
経理課

④実態のない出張や水増し請求を防止するため、
必要に応じて関係者、用務先、旅行代理店等への
問い合わせを行うなどの事実確認を行う。

研究推進・地
域連携課
経理課

⑤公的研究費による雇用状況を把握できる環境を
整備し、不定期の調査等を行うことで適正な雇用関
係が築かれるよう管理する体制を作る。

研究推進・地
域連携課
人事課

⑥アルバイト料などが確実に被雇用者に支払われ
るよう、本人への振り込みによる支払いを徹底する
ことで不適切な雇用が行われない体制を作る。

研究推進・地
域連携課
経理課

４．情報の発信・伝達
を確保する体制の整
備

情報発信・伝達が十
分行われないことによ
る不正の潜在化を防
ぎ、社会に対する説
明責任を果たすた
め、情報の発信・伝達
を確保する体制の整
備を行う。

①第三者機関に窓口が設置されておらず、告発者
の保護が徹底されていない。通報者保護の観点か
ら、通報窓口を第三者機関に設置することが望まし
いとされているが、本案件は「２．適正な運営・管理
の基盤となる環境の整備」において検討。

②本学HPのうち、研究者向けのページへの掲載に
とどまっている。情報発信の推進、特に事務局への
発信ができていない。

②公的研究費の不正への取り組みに関する本学
の方針等について、一層の情報発信に努める。

研究推進・地
域連携課

３．研究費の適切な
運営・管理

不正防止計画を踏ま
え、予算を適正に執
行する。取引業者と
教職員との癒着を防
止するとともに、公的
研究費を使用して行
われる雇用や旅費等
についても不正につ
ながりうる問題を捉
え、チェック体制を整
備する。

⑥研究者によるキックバックや着服を防止するため
に、謝金やアルバイト料などの現金支給をやめるこ
ととしていたが、研究者より要望があった場合は現
金での支払いが行われていることがあり、キック
バックや着服の温床になりうる状況である。

⑦原則事務発注とされていたが、実態として研究者
による発注が行われており、事務発注の割合が低
い可能性がある。※事務発注の割合を集計

⑧換金性の高い物品についても、10万円以下は管
理していない。

⑨アルコールの提供を推察される飲食店での会議
や打ち合わせについての明確なルールがない。

⑩年度末、特に研究期間修了間際に換金性の高い
物品を購入する場合などの明確なルールがない。

⑪学部によっては同一業者へ学部から公的研究費
を使用した発注が行われているケースが見られる。
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②不正発生要因を監査室と共有し、内部監査体制
を強化する。

③定期的な内部監査に加え、抜き打ちでの監査を
実施するなど、内部監査の実効性を高める。

研究推進
経理課
監査室

②関係する教職員に対しヒアリング・意見交換等を
行い、本学の実態に即した不正発生要因を把握
し、リスクに対する実効性と予算執行にかかる手続
きの効率性の観点から適宜、使用ルールを見直す
体制を作る。

研究推進・地
域連携課
監査室

５．モニタリングのあり
方

不正の発生を防止す
るため、内部監査の
実施、管理体制の見
直しを行う体制づくり
を行う。

①監査室が不正発生要因を把握したうえでの監査
計画が立てられているとは言えない状況にある。

②日常的な業務の一環で研究者に対するヒアリン
グを実施しているものの、意見交換を行う場や方法
があるとは言えず不正発生要因を掌握していると
は言えない。

③定期的な内部監査以外の、抜き打ちでの監査を
実施していない。


