厚生労働科学研究 費補助金等におけ る間接経費の取扱 いについて
（平成１３年７月 ５日厚科第３３３ 号厚生科学課長決 定）
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旨

間接経費は、厚 生労働科学研究費 補助金及び厚生労 働行政推進
調査事業費補助金 （以下「補助金」 という。）を効果 的・効率的
に活用できるよう 、研究の実施に伴 い研究機関におい て必要とな
る管理等に係る経 費を、直接経費（ 厚生科学研究費補 助金等取扱
規程（平成１０年 厚生省告示第１３ ０号）第４条第１ 項第１号に
定める直接研究に 必要な経費をいう 。）に上積みして 措置するも
のであり、研究代 表者及び補助金の 交付を受ける研究 分担者（以
下「補助金の交付 を受ける研究者」 という。）の研究 環境の改善
や研究機関全体の 機能の向上に資す ることを目的とし ている。

２

定

義

間接経費とは、 直接経費による研 究の実施に伴う研 究機関の管
理等に必要な経費 として、補助金に おいては補助金の 交付を受け
る研究者から配分 を受け、研究機関 が使用する経費と する。
３

運用の方針

（１）対象研究課 題
平成２５年度以降 に新規採択された 研究課題
（２）対象機関
補助金の交付を受 ける研究者が所属 する独立行政法人 、特殊
法人、一般社団法 人、一般財団法人 、公益社団法人、 公益財団
法人、民間企業、 国立大学法人又は 私立大学等
（厚生労働省所管の国立試験研究機関及び国立更生援護機関
は対象としないも のとする。）
（３）間接経費の 額
直接経費の額の３ ０％を限度とする （算出された額に １，０
００円未満の端数 がある場合は、そ の端数は切り捨て るものと
する。）
（４）交付等の方 法
厚生労働省又は研 究費配分機関（以 下「厚生労働省等 」とい
う。）が補助金の 交付を受ける研究 者に交付し、補助 金の交付
を受ける研究者が 所属機関に納付す るものとする。
４

所属機関にお ける取扱い

（１）所属機関の 長は、間接経費の 趣旨を踏まえ、自 らの責におい
て間接経費を適正 に執行し、使途の 透明性を確保する こと。
（２）間接経費の 使途については、 厚生労働科学研究 費補助金等取
扱細則（平成１０年 ４月９日厚科第２ ５６号厚生科学課 長決定。
以下「取扱細則」 という。）等に基 づくこととし、各 所属機関
において効率的か つ効果的に使用す ること。
（３）年度途中に 、特別な事情によ り補助金の交付を 受け る研究者
が他の研究機関に 異動する場合であ っても、一旦、従 前の研究

機関に納付された 間接経費について は、補助金の交付 を受ける
研究者に対して返 納を要しない。
（４）所属機関の 長は、各年度終了 後に「競争的資金 の間接経費の
執行に係る共通指 針」（平成１３年 ４月２０日競争的 資金に関
する関係府省連絡 会申し合わせ）を 参照の上、間接経 費執行実
績報告書を作成し 、翌年度の６月３ ０日までにｅ‐Ｒ ａｄ上で
の報告手続きを行 うこと。
５

その他

（１）間接経費を 受けた所属機関の 長は、直接経費及 び間接経費の
管理並びに経理を 行うこと。※支出に係る証拠書類（領収書等）
は、機関において 必ず保管すること 。
（２）所属機関の 長は、他府省の研 究費補助金に係る 間接経費の交
付を受けた場合に は、それらをまと めて効率的かつ効 果的に使
用すること。なお 、この場合、４（ ４）に掲げる実績 報告書に
ついては、交付を 受けた複数の間接 経費をまとめて使 用した実
績を報告するもの であること。
（３）機関におけ る間接経費に係る 事務の流れ等につ いては、別添
を参照すること。
（４）研究機関に おける公的研究費 に係る管理・監査 のガイドライ
ン（平成２６年３ 月３１日科発０３ ３１第６号厚生科 学課長決
定。以下、ガイド ラインという。） に基づき、間接経 費の削減
が行われる可能性 があるので、各研 究機関においては ガイドラ
インを遵守するよ う留意すること。
附則（平成２８ 年３月３１日改正 ）
この変更は、平 成２８年度以降の 年度分の補助金に 適用する。た
だし、平成２７年 度以前の年度分の 補助金については 、なお従前の
例による。
附則（平成２９ 年３月３１日改正 ）
この変更は、平 成２９年度以降の 年度分の補助金に 適用する。た
だし、平成２８年 度以前の年度分の 補助金については 、なお従前の
例による。

附則（平成３０ 年３月３０日改正 ）
この変更は、平 成３０年度以降の 年度分の補助金に 適用する。た
だし、平成２９年 度以前の年度分の 補助金については 、なお従前の
例による。
附則（平成３１ 年３月２９日改正 ）
この変更は、平 成３１年度以降の 年度分の補助金に 適用する。た
だし、平成３０年 度以前の年度分の 補助金については 、なお従前の
例による。
附則（令和２年３ 月３１日改正）
この変更は、令 和２年度以降の年 度分の補助金に適 用する。ただ
し、令和元年度以 前の年度分の補助 金については、な お従前の例に
よる。
附則（令和２年６ 月３日改正）
令和元年度事業に かかる間接経費執 行実績報告書につ いては、 ４
（４）の規定にか かわらず、令和２ 年７月３１日まで にｅ‐Ｒａｄ
上での報告手続き を行うこととする 。

（別添）
１

事務の流れに ついて

（１）厚生労働省 等から補助金の交 付を受ける研究者 に対して「厚
生労働科学研究費 補助金国庫補助の 交付基準額等につ いて」又
は「厚生労働行政 推進調査事業費補 助金国庫補助の交 付基準額
等について」が通 知される。
（２）補助金の交 付を受ける研究者 は、間接経費につ いて所属機関
の長が受け入れる ことを確認した上 で、厚生労働省等 に対して
交付申請書を提出 する。
（３）厚生労働省 等から補助金の交 付を受ける研究者 に対して、直
接経費及び間接経 費の合計額が交付 される。
（４）補助金の交 付を受ける研究者 は、所属機関の長 へ間接経費を
納付する。補助金 の交付を受ける研 究者は併せて、事 務委任の
承諾に基づき所属 機関の長に直接経 費の管理及び経理 の事務を
委任する。
（５）所属機関の 長は、間接経費を 適正に執行し、各 年度終了後に
「競争的資金の間 接経費の執行に係 る共通指針」を参 照の上、
間接経費執行実績 報告書を作成し、 ｅ‐Ｒａｄ上での 報告手続
きを行う。
２

経理上の留意 点

（１）間接経費は 、補助金の交付を 受ける研究者の研 究環境の改善
や研究機関全体の 機能の向上を図る ために使用するこ ととし、
他の経理と区分す ること。
（２）間接経費を 効率的かつ効果的 に使用する観点か ら、その使途
はできるだけ広く することが適当で あり、その範囲に ついては
取扱細則に定めら れたところである こと。

