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◎修正履歴 

  

版 修  正  内  容 修正年月日 

１．１ （3ページ） 

「１．活動経費について」の「１．２ 経費項目（区

分）及びその内容について」の「（ｃ）研修費」

の備考欄に記載された「及び旅費」を削除す

る。 

 

【修正後】 

１．活動経費について 

（中略） 

１．２ 経費項目（区分）及びその内容について 

 （ｃ）研修費 

備考 

有料の研修・講習会・説明会・セミナーに参加

する場合の受講料は補助対象外です。              

 

（11ページ） 

「３．旅費全般における注意事項」の「３．４ 旅費

として計上できない費用例」から④有料の講習

会・研修会参加のための交通費を削除する。 

 

（修正後） 

２．会議交通費について 

（中略） 

３．４ 旅費として計上できない費用例 

① 出張や講師招聘時の飲食費（出張パックに含ま

れる食事代を含む） 

② 海外への出張、海外からの講師招聘にかかる費用 

③ レンタカー代金及びそれにかかる諸経費 

④ 資格試験受験のための会場への交通費 

⑤ 保険料 

⑥ 本事業実施と関係がないと判断された旅費及び

謝金 

⑦ グリーン車やグランクラス等の料金 

⑧ 航空機を利用した際のクラス J、プレミアムク

ラス等の料金 
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はじめに 

 

 経費処理マニュアル（以下「マニュアル」という。）は、知財力開発校支援事業（以

下「本事業」又は「支援事業」という。）に採択された学校（以下「開発校」という。）

が、本事業を実施する上で必要な「活動経費」を適切に管理するにあたり、行うべき事

項及び注意点をまとめたものです。 

 経費の支出に当たって疑問点等がありましたら、必ず事前に運営事務局に確認いた

だけますようお願いいたします。 

 

 

【問合せ先】（令和２年３月まで） 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財人材部 

 担当：人材育成環境整備担当 

 E- mail：ip-jz08@inpit.go.jp（ｱｲﾋﾟｰﾊｲﾌﾝｼﾞｪｰｾﾞｯﾄｾﾞﾛﾊﾁ） 

 住所：〒105-6008 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー8 階 

 電話：03-5512-1202  

 

（令和２年４月以降の問い合わせ先は、支援事業運営事務局となります） 

 

 

【事業主催者】 

独立行政法人 工業所有権情報・研修館 知財人材部 

 担当：人材育成環境整備担当 

 E- mail：ip-jz08@inpit.go.jp（ｱｲﾋﾟｰﾊｲﾌﾝｼﾞｪｰｾﾞｯﾄｾﾞﾛﾊﾁ） 

 住所：〒105-6008 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー8 階 

 電話：03-5512-1202  
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１．活動経費について 

 

１．１ 活動経費とは 

 INPIT は、開発校が本事業における取組を実施するにあたり必要となる経費につい

て支援を行います（支援対象となる経費のことを「活動経費」といいます。）。 

 本事業の実施に際しては、活動経費の財源が、国から負託された財源からまかなわれ

るものであること、及び活動経費の執行は、国の会計基準に準じて行うものであること

に留意し、本事業の趣旨や目的に従って、適切な経費処理や管理をする必要があります。 

 そのため、活動経費の支出は、本事業に申請している取組の目的、目標、取組内容や

取組方法等との関連を明確にするとともに、その経費の必要性及び金額の妥当性が証拠

書類によって確認できる必要があります。 

 

１．２ 経費項目（区分）及びその内容について 

 本事業において使用できる経費は、具体的には以下の７項目です。 

なお、いずれの経費も、「経費の内容」の「(1)支出目的」に該当する場合は、「(2)補助

金額」相当の支出を行うことができます。 

経費項目 経費の内容 

(1)支出目的、(2)補助金額 

備考 

(a)書籍購入費 

(1)知財学習（注）に利用、又は、

生徒・学生の出願経験（模擬

を含む）に利用 

(2)法令集、手引書等の資料や

書籍等の金額、又は、先行技

術の学術論文などの資料や

書籍等の金額 

◼ クラス人数相当の購入は認

めますが、書籍等は教室に配

架するなど学校の備品とし

て扱ってください（生徒・学

生への個人配布は認めませ

ん）。 

◼ 書籍等の送料を含みます。 

(b)校内セミナ

ー等開催費 

(1)知財学習（注）に関する校内

セミナーやクラス単位の特

別授業等の開催 

(2)講師の旅費、謝金、及び、

講演資料等の印刷複写費 

 

(c)研修費 

(1)知財学習（注）に関する知

識を習得するための校内教

員及び生徒・学生の研修・

講習会・説明会・セミナー

への参加及び企業訪問 

(2)教員及び生徒・学生の旅費 

有料の研修・講習会・説明会・

セミナーに参加する場合の受講

料は補助対象外です。 
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(d)創作費 

(1)学校の授業（課題研究等）や

クラブ活動において創作を

行う際に、教員が知財学習

（注）の内容を扱う場合 

(2)授業等で生徒・学生が実際

に創作（研究、商品開発）

に用いる材料費及び運搬費 

 

(e)取組相談費 

(1)本事業の取組内容に関し

て、本事業のアドバイザー

から助言を受ける場合 

(2) アドバイザーの旅費、謝金 

１事業期間あたり１回（１

名）分は支援事業事務局経費

から支出しますので計上する

必要はありません。１事業期

間中に２回以上相談を受ける

場合のみ計上してください。 

(f)出願相談費 

(1)出願書類(模擬出願書類を含

む)の作成を行う場合 

(2)弁理士等の専門家の相談

料、旅費 

実際の出願に係る弁理士手数

料は認められません。 

(g)活動報告費 

(1)本事業の活動の記録・報告

する場合及び校内教職員や

生徒・学生、保護者や他校へ

配布・普及する場合 

(2)パンフレット・リーフレッ

ト作成費、報告書の印刷複

写費、INPIT へ提出する媒体

費 

備品扱いの物品（例えばビデ

オカメラ）は認められませ

ん。 

（注）本事業における「知財学習」とは、「知的財産の保護や権利の活用についての知

識や情意、態度を育む学習」ですので、これらに関連する内容を含むことが必須

となりますが、「創造」に関する内容を含むことを妨げるものではありません。 

 

１．３ 経費処理の考え方 

 経費は特定の費目に偏ることがないように、バランスよく計画し、支出してください。

本事業と関係がないと判断される事項及び人件費等には支出は認められません。具体的

には以下のとおりです。 

(ア) 耐久消費財（耐用年数１年以上かつ取得価格２万円（税抜き）以上のもの）

の購入は認められません。単年度事業であるため、１年以内に消耗する物品
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のみ支出することが可能です。 

(イ) 経費の支出にあたっては、支払の事実を証明できる書類（領収書等）が必要

です。なお、領収書等には、➀支払者の名義が学校名、➁支払の相手方、支

払日、支払額、物品等の名称や数量が明確に記載されていることが必要で

す。 

(ウ) 支払の事実を証明できる書類がない場合は、学校長名で、学校長印を押印し

た支出証明書の提出が必要です。 

(エ) 立替払による支出を行う場合には、➀支出伺書類（学校長決裁済）と➁支出

の事実を証明できる書類（領収書、見積書、納品書、請求書など）の提出が

必要です。 

(オ) 銀行等振込等処理による支出の場合、振込明細書の提出が必要です。なお、同

明細書には、➀支払者名義が学校名、➁支出の相手方、支出日、支出額が明確

であることが必要です。個人名による振込等による支出は認められません。 

(カ) 金融機関への振込手数料については、活動経費に係る支払のみの場合に限り

計上することができます。なお、一律に、その他諸経費となるのではなく、

それが必要となる区分が適切な区分となります（例：部品代の振込をする場

合に必要となる振込手数料は「創作費」が適切な区分となります）。 

(キ) 年度末における運営事務局への返金に係る振込手数料は、各開発校の負担と

なりますのでご注意ください。 

(ク) 経費の使用は、１月中に購入・支出・納品及び領収書類の受領等を全て完了

してください。 

(ケ) 活動経費は、「申請書」並びに事業開始当初に提出した「取組計画書（必要な

場合のみ提出）」及び「支出計画書」に基づき支出します。これらに記載のな

い支出については、精算時に返金していただく可能性がありますので、ご注

意ください。 

(コ) 各計画書や領収書等に不備がある場合や、提出期限を超過した場合には活動経

費の支出が認められず、学校負担となる場合がありますので、ご注意ください。 

 

１．４ 支出計画 

（１）支出計画書の作成 

 活動経費は、「申請書」並びに事業開始当初に提出する「取組計画書（必要な場合の

み提出）」及び「支出計画書」の内容に基づき支出することとなりますので、令和 2 年
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5 月 8 日（金）までに支援事業運営事務局に対し「取組計画書（必要な場合のみ提出）」

及び「支出計画書」を提出してください。 

 

（２）支出計画書の変更 

 活動経費の額を変更しようとするときは、事前に、運営事務局の承認を受ける必要が

ありますので、変更後の「支出計画書」を提出し、承認を得てください。 

 ただし、➀活動経費の移出増減額が軽微な変更である場合、かつ、➁活動経費の費目

間の流用をする場合で、各経費費目の１０％の範囲内で変更する場合を除きます。 

 

１．５ 活動経費の執行 

（１）活動経費の支給 

 開発校から提出された「申請書」、「取組計画書（必要な場合のみ提出）」及び「支出

計画書」の内容について、INPIT 及び運営事務局は、各支出項目や金額が本事業の趣旨

に沿うものであるかどうか確認し、全ての書類が確認取れ次第、運営事務局より、今年

度の活動経費を学校指定の口座に令和 2 年 5 月中下旬に振り込みます。 

 

（２）活動経費の管理 

 開発校は、受領した活動経費について、金融機関の無利息型普通預金口座などによっ

て適正に入金管理するとともに、経費の支出にあたっては、会計帳簿により管理する必

要があります。 

 なお、口座開設に要する手数料は、活動経費から支出することが可能です。 

 

１．６ 会計帳簿 

（１）会計帳簿とは 

 開発校は、本事業の実施にあたり支出した経費や品名や数量を会計帳簿に記録する必

要があります。記録にあたっては、各経費区分や具体的な購入物品名、購入数や単価を

会計帳簿に記載してください。また、実際に支出した経費に係る支出証拠書類も必要と

なりますので、会計帳簿の内容とに齟齬がないように注意する必要があります。 

 

（２）支出証拠書類について 

 会計帳簿と共に提出する支出証拠書類について、領収書の文字が擦れている等して記

載内容の判別がつかないものは、支出証拠書類とはなりませんのでご注意ください。な

お、感熱紙に印字されているレシートについては、時間の経過と共に印字された文字が

消えるおそれがあることから、必ず複写をし、会計帳簿に添付して提出してください。 

 

（３）最終提出日について 
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 会計帳簿及び支出証拠書類は、令和 3 年 2 月 1 日（月）までに運営事務局に提出しな

ければなりません。期限までに提出がない場合や、支出が認められないと判断された支

出項目がある場合は、活動経費を返金していただくことがありますのでご注意ください。 

 活動経費の精算作業（未使用分の活動経費の返金を含む）は、令和 3 年 3 月 11 日

（木）までに完了する必要がありますのでご了承ください。 

 

１．７ その他 

 本事業に関係する資料（各種報告書、会計帳簿など）は、各学校で本年度終了から最

低 5 年間は保管いただくようお願いいたします（各種検査の対象になります）。また、

事業終了後も、INPIT から事業に関する照会をする場合がございますので、恐れいりま

すが、その際にはご対応いただけますようご協力の程お願いいたします。 

 

２．補助対象経費の費目について 

２．１ 書籍購入費 

（１）支出目的 

 書籍購入費は、知財学習（注）に利用、又は、生徒・学生の出願経験（模擬を含む）

に利用する場合に支出することができます。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、以下の書籍等の購入に必要な支出をすること

ができます。 

○ 法令集、手引書等の資料や書籍等の金額 

○ 先行技術の学術論文などの資料や書籍等の金額 

 

（３）留意点 

 クラス人数相当の書籍等の購入は認めますが、書籍等は教室に配架するなど学校の備

品として扱ってください。 

 なお、以下に示す例は、本事業との関連が認められないことから、活動経費からの

支出は認められません。 

① 生徒・学生全員に個人配布することを目的とした書籍、参考書の購入 

② 団体等へ入会するための入会金や年会費 

③ 図書券 

 

２．２ 校内セミナー等開催費 

（１）支出目的 

 校内セミナー等開催費は、生徒・学生、教職員を対象とした知財学習（注）に関する
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校内セミナーやクラス単位の特別授業等の開催のために支出することができます。 

 なお、校内セミナーや特別授業等で扱う内容については、知的財産の保護や権利の活

用に関連する内容を含むことが必須となりますが、「創造」に関する内容を含むことを

妨げるものではありません。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、以下の経費項目について支出することができ

ます。 

○ 講師の旅費 

○ 講師の謝金 

○ 講演資料等の印刷複写費 

 

２．３ 研修費 

（１）支出目的 

 研修費とは、知財学習（注）に関する知識を習得するために校内教員及び生徒・学生

が研修・講習会・説明会・セミナーへ参加及び企業訪問をするために支出することがで

きます。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、教員及び生徒・学生の旅費に要した経費を支

出することができます。なお、 

 

（３）留意点 

 有料の研修・講習会・説明会・セミナーに参加する場合は、受講料は補助対象外とな

りますのでご注意ください。 

 

２．４ 創作費 

（１）支出目的 

 創作費は、学校の授業（課題研究等）やクラブ活動において創作を行う際に、教員が

知財学習（注）の内容を扱う場合を扱う場合に支出することができます。 

  

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、授業等で生徒・学生が実際に創作（研究、商品

開発）に用いる材料費や運搬費に対し支出することができます。 

 

２．５ 取組相談費 
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（１）支出目的 

 取組相談費とは、本事業の取組内容に関して、本事業のアドバイザーから助言を受け

る場合に支出することができます。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、アドバイザーの旅費及び謝金に対し支出する

ことができます。 

 

（３）留意点 

 １事業期間あたり１回（１名）分は支援事業事務局経費から支出しますので計上する

必要はありません。１事業期間中に２回以上相談を受ける場合のみ計上してください。 

 

２．６ 出願相談費 

（１）支出目的 

 出願相談費とは、出願書類（模擬出願書類も含む）の作成を行う場合に支出すること

ができます。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、弁理士等の専門家に対する相談料や相談に要

する旅費に対し支出することができます。 

 

（３）留意点 

 出願時の特許印紙代や、弁理士等による実際の出願に係る願書・明細書の作成費用や

手続の代理等の弁理士手数料については支出することは認められません。 

 

２．７ 活動報告費 

（１）支出目的 

 活動報告費とは、本事業の活動の記録・報告する場合及び校内教職員や生徒・学生、

保護者や他校へ配布・普及する場合に支出することができます。 

 

（２）補助金額 

 上記(1)の支出目的に該当する場合に、活動内容を纏めた報告書の印刷複写費や、本

事業の活動内容をまとめたパンフレットやリーフレット作成費及び INPIT へ提出する

媒体費に対し支出することができます。 

 

（３）留意点 
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 学校で独自に発行している機関誌への印刷費の補助に対する支出は認められません。 

 

（注）本事業における「知財学習」とは、「知的財産の保護や権利の活用についての知

識や情意、態度を育む学習」ですので、これらに関連する内容を含むことが必須

となりますが、「創造」に関する内容を含むことを妨げるものではありません。 

 

３．旅費全般における注意事項 

 旅費の支払は、各校の属する県等の旅費規程等に基づき、所属長により発せられた旅

行命令に基づく内容に対し、実際にかかった費用（実費）を支出します。ただし、県等

の規程に定めがない場合は、INPIT の規程等に準じて、適正な経費処理を行います。 

 

３．１ 旅費として計上不要な費用 

○ 事業説明会参加時の担当教員(１名)、学校長(１名)にかかる交通費・宿泊費 

○ 研究会参加時の担当教員(１名)にかかる交通費・宿泊費  

○ 年次報告会参加時の担当教員(１名)にかかる交通費・宿泊費 

○ 助言を受けるためにアドバイザーを招聘する場合の交通費・宿泊費（１回（１ 

  名）分） 

 

３．２ 必要な証拠書類 

 旅費の支出に際して、必ず提出が必要な書類として以下のとおりです。 

○ 旅費精算書 

○ 旅行命令書（学校等決裁済）の写し※ 

○ 出張報告書の写し※ 

 

 また、以下の状況に応じてそれぞれ提出が必要となる証拠書類は以下のとおりです。 

バス利用時 バス会社の料金表 

新幹線・特急列車利用

時 

特別急行列車の乗車距離が原則100キロ以上の区間の

場合に利用することができます。 

∙ 領収書 

なお、エクスプレス予約等で購入の場合、「IC利用票」 

航空機利用時 ∙ 領収書 

∙ 搭乗券半券 

なお、eチケットの場合、「①eチケットお客様控

え」、「②ゲートから発出される控え（ご搭乗案内な

ど）」を提出する必要があります。 

半券等を紛失した場合、搭乗証明書を提出してくださ
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い。 

タクシー、自家用車利

用時 

「公共交通手段がない」」「徒歩での移動が困難」

「バスに乗車するまでの待ち時間が30分以上」の場合

など、タクシーや自家用車を利用する理由が正当な理

由である場合で、県等の旅費規程等で認められている

場合は支出することができます。 

∙ 県等の旅費規程（自家用車利用の場合は、車賃の

金額と計算方法の記載箇所） 

∙ 旅行命令書（学校長決裁済、かつ自家用車利用で

あることが分かること）の写し 

∙ 領収書（有料道路利用代、駐車場代） 

宿泊時 ∙ 領収書 

∙ パンフレット（宿泊パック利用の場合） 

∙ 旅程表（ない場合は、旅程のわかる書類） 

※食事代は支出不可 

旅費の振込口座が参加

者本人の口座ではない 

委任状 

 

３．３ キャンセル料について 

 「公務上の必要」又は「天災その他やむを得ない事情」により、旅行命令を取消した

結果、キャンセル料が発生した場合については、キャンセル料を支出することができる

ものとします。 

 キャンセル料を請求する際には、以下の書類の提出が必要となります。 

○ 領収書 

○ 旅行命令の取消後の旅行命令書の写し、もしくは理由書（学校長名による学校

長印を押印が必要） 

 

３．４ 旅費として計上できない費用例 

① 出張や講師招聘時の飲食費（出張パックに含まれる食事代を含む） 

② 海外への出張、海外からの講師招聘にかかる費用 

③ レンタカー代金及びそれにかかる諸経費 

④ 資格試験受験のための会場への交通費 

⑤ 保険料 

⑥ 本事業実施と関係がないと判断された旅費及び謝金 

⑦ グリーン車やグランクラス等の料金 

⑧ 航空機を利用した際のクラス J、プレミアムクラス等の料金 
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３．５ 留意点 

① 旅費の支出手続を行う際には、内容、経路、日程、予算等を十分精査した上で、

活動経費の適正な支出に努めてください。 

② 経費の効率的な執行を図るため、原則パック旅行、特別割引料金（航空機利用

の場合は、早割、特割等、鉄道利用の場合は新幹線回数券、フリー切符等）の

利用に努めてください。 

③ 旅費請求の際に、実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を請求すること

がないようにしてください。 

④ 通常考えられる経済的な経路以外の経路を利用した場合に係る交通費等の経

費は活動経費より支出することができません。 

⑤ 航空機を利用した際に、マイルを私的に貯めることはできません。 

⑥ 食事代は、旅費から支出をすることはできませんが、実施校独自の予算により

支出をすることは妨げません。 

 

４． 謝金全般における注意事項 

 謝金及び相談料は、各校の属する県等の謝金規程に基づき支出してください。ただし、

県等の規程に定めがない場合は、INPIT の謝金規程に準じて支出を行います。 

 

４．１ 謝金として計上不要な費用 

○ 助言を受けるためにアドバイザーを招聘する場合の謝金（１回（１名）分） 

 

４．２ 必要な証拠書類 

 謝金の支出に際して、提出が必ず必要な書類としては以下のとおりです。 

○ 「講演概要」又は「実施要領」（開催日時、出席者が解るもの） 

○ 県等の謝金規程等（写し） 

 

４．３ 謝金として計上できない費用例 

① 講師に対するお菓子代、お土産代の支出。 

② 実際の出願に関する弁理士手数料。 

③ 講師との懇親会等にかかる費用。 

④ 本事業と関連が認められない謝金。 

 

５． 源泉徴収手続について 

 講師、アドバイザー又は弁理士等の専門家へ旅費、謝金又は相談料の支払がある場合

は、原則として、源泉徴収後の金額を講師に支出します。ただし、講師等より自ら確定
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申告処理を行う等の申出があった場合は、源泉徴収せずに謝金及び旅費をそれぞれ支給

することも可能です。 

 なお、源泉徴収税額の納付手続は、学校から直接税務署に対して行ってください。 

 

 源泉徴収手続に関する詳細は、下記国税庁ホームページ（タックスアンサー）をご確

認いただくか、地域の税務署へご相談ください。 

 

国税庁タックスアンサー ホームページ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm 

 

 謝金等及び旅費の支出に際して、提出が必ず必要な書類としては以下のとおりです。 

○ 「講演概要」又は「実施要領」（開催日時、出席者が解るもの） 

○ 県等の旅費規程等（写し） 

 

また、以下の状況に応じてそれぞれ提出が必要となる証拠書類は以下のとおりです。 

源泉徴収手続をした場

合 

納付書（領収済通知書） 

税務署の受領印があるものを提出すること。 

現金で支払の場合 領収書（「講師等の手書きのサイン」又は「押印」が必要） 

振込による支払の場合 銀行等への振込書（控え） 

 

 領収書の記載例については、下記を参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 材料費全般における注意事項 

 (d)創作費に含まれる「材料費」として、以下に例示する物品等の支出は認められま

せん。 

① 次年度使用予定の実験資材の購入費用 

   領収書            No.② 

○○学校殿 

           X,XXX 円 

  ○○講演会講師謝金として上記金額を正に領収いたしました。 

         謝金額 10,000 円 

         源泉額 Y,YYY 円 

      差引お支払額 X,XXX 円      住所 

                       氏名 
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② 本事業を行っていなくても学校にあるもの 

（工業高校であれば工具類等、農業高校であれば肥料等） 

③ 各校種毎に支援事業以外の授業で使用すると思われる物品 

④ 校内にあると考えられる物品（黒板、ホワイトボード、筆記用具等） 

⑤ 耐久消費財（耐用年数 1 年以上かつ取得価格が２万円（税抜き）以上の物品） 

⑥ 販売目的で製造する物品の材料費（商品パッケージ代も含む） 

⑦ 元々学校で所有している工具・調理器具等が破損した場合の修理費  

 

７． 印刷複写費全般における注意事項 

 (b)校内セミナー開催費及び(g)活動報告費に含まれる「印刷複写費」とは、本事業

で使用する講演資料や本事業の報告書等（具体的には、知財学習の取組の一環で開催

する校内セミナー等で配布する講演資料、生徒・学生の知財学習に関する取組内容を

まとめたパンフレット・リーフレット、本事業の活動報告書等を想定する。）の印刷複

写に必要な経費のことをいいます。 

 

７．１ 留意点 

 経済性の観点から、可能な範囲において 2 社以上の見積合わせを行う等して適正な

処理を行うようにしてください。 


