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標記について「子ども・子育て支援調査研究事業の実施について」（令和３年７月５日府

子本第７３３号内閣府子ども・子育て本部統括官通知）のとおり実施することとし、今般、

「令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業公募（国庫補助協議）要領」を別紙のとお

り定めたので通知する。 
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令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業公募（国庫補助協議）要領 

 

標記国庫補助協議については、別紙様式（協議書）の提出によることとする。 

なお、協議書の作成及び提出については、以下１～９を十分に踏まえて行うこと。 

 

１ 提出書類  

別紙様式「令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業国庫補助協議（応募）につい

て」に定める書類 

 

２ 提出期限 令和３年９月６日（月）必着（持参の場合は午後５時まで） 

       (持参の場合は入館登録が必要となるため、下記３（２）の連絡先へ事前に

連絡すること) 

 

３ 提出方法 

（１） 提出部数 

① 紙媒体 

原本１部、原本の写し２部 

※提出書類の「７.添付書類」については原本１部、原本の写し１部でも可。 

② 電子媒体 

公募要領別紙様式および別紙様式の２～６に定める書類（別紙１～５）をまとめた

PDF ファイル１部と「７.添付書類」をまとめた PDF ファイル１部を電子メールアドレ

スあてに提出すること（送付する際のメールの件名は「【法人名、調査研究課題番号】

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業公募応募」と入れること。メールアドレス

については、（２）までお問い合わせください。）。 

 

※複数課題へ応募する場合は、１課題ごとに 紙媒体の原本１部と写し２部、電子媒体

１部を提出すること。 

  例:３課題応募の場合・・・紙媒体原本１部と写し２部、電子媒体１部を３セット（３

課題分）提出 

   

（２） 送付先（提出先） 

   〒１００－８９１４ 東京都千代田区永田町１－６－１ 

   内閣府子ども子育て本部事業第一係（８階 ８２１号室） 

    TEL 03-5253-2111（内線 38456,38352） 

 

４ 公募する事業 

別添１に定める調査研究課題について、都道府県又は市区町村（以下「都道府県等」と

いう。）及び公募団体が実施主体となって、実態調査や検討等を行う事業を公募する。 

別紙 



 
５ 事業採否の決定方法について 

応募のあった事業については、「子ども・子育て支援調査研究事業企画評価委員会」（以

下「企画評価委員会」という。）に諮り、採択の可否等を決定する。 

 なお、次のいずれかに該当する事業は採択しない。 

（１） 令和４年３月３１日までに終了しない事業である場合 

（２） 事業内容が調査研究課題の内容と明らかに合致していない場合 

（３） 事業の主たる目的である事務・業務の５０％以上を外部委託するものや、第三者 

への資金交付を目的とした事業 

（４） 事業の大部分が設備又は備品の購入等である事業 

（５） 営利を目的とした事業 

（６） 補助対象額が５００千円に満たない事業 

（７） 事業に携わる者と経理に携わる者が兼務している場合 

 

６ 補助基準額等 

（１） 補助基準額 

  １事業あたり１，５００万円を上限とする。 

（２） 補助率 

  定額（対象経費の１０／１０相当） 

（３） 補助対象経費（［ ］内は社会福祉法人等における対象経費名） 

事業の実施に必要な報酬、賃金、報償費［諸謝金］、旅費、消耗品費、燃料費、食糧

費［会議費］、印刷製本費、光熱水費、役務費［雑役務費、通信運搬費］、委託料、使用

料及び賃借料、備品購入費 

   ※１ 間接経費等は対象外とする。 

   ※２ 上記補助対象経費以外の経費の計上は認められない。また、補助対象経費

の基準額の考え方は、別添２「国庫補助協議額積算上の費目単価」にあるとお

りとするため、必ず参照すること。 

 

７ 事業終了後に提出する研究報告書 (以下「成果物」という。) について 

（１）成果物については、以下の構成により作成すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）成果物については、取りまとめた事業の成果だけでなく、分析・考察を導くための

検討の経過等、詳細な記入を行うよう心掛けること。 

① 事業要旨(調査の概要をまとめたもの) 

②  事業目的 

③ 事業の実施内容(アンケート、現地調査、ヒアリング等成果に至 

るプロセスを記入) 

④  調査等の結果 

⑤  分析・考察 

⑥  成果の公表方法(実施主体のホームページへの掲載等) 

 



 
（３）成果物の表紙には、「令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業」で実施した事

業であることを明記すること。 

（４）成果物はＡ４版で１０部作成し、内閣府に提出すること。 

（５）成果物は冊子の他、PDFファイル(１ファイル１０MB以内、それを超える場合は１

０MBごとに分割すること)を CD-R等の電子媒体により提出すること。 

※USBメモリは不可 

※Word、Excel、PowerPoint、一太郎等の原稿ファイルによる提出は不可。 

（６）事業実績報告書提出後は、成果物を実施主体のホームページ上に掲載する等、国民

に対して積極的に情報提供を行うこと。 

（７）採択事業の研究成果について、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作

物の公表をするもので、学術的影響の大きい科学雑誌への投稿、報道機関への発表等

社会的に大きな影響を与える成果の利用をする場合は、事前に内閣府の各公募テーマ

担当部署へ相談すること。 

 

８ 留意事項 

（１）事業の実施方法等は調査研究課題個票の下欄に示した内閣府の担当（室・ライン）

と必ず事前に協議を行い、事業を開始すること。 

（２）事業採択後は、事業の実施計画及び事業概要を、実施主体のホームページ等を通じ

て情報発信に努めること。 

（３）補助対象は、内示日（事業採択通知の発出日）以降の事業費となるので留意するこ

と。 

（４）所要額内訳書に対象経費として計上していない経費は、後に補助対象として認めら

れないため、応募の際は漏れなく記入すること。 

（５）事業終了後、提出された成果物等を基に企画評価委員会において事後評価を行い、

その評価結果については、事業実施者に対し個別に通知する。なお、事後評価におい

て、著しく低い評価であった事業実施者については、事業実施年度の翌年度から３年

間において応募があった場合、事業採択にあたっての考慮要素となるので留意するこ

と。 

（６）会計検査院の検査の対象にもなることから、都道府県等においては、補助金と事業

に係る予算と決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入

及び歳出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日

（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度

の終了後５年間保管すること。また、公募団体においては、本補助金の収入及び支出

に関係する帳簿及び証拠書類（契約書、請求書、領収書及び管理簿等）を、事業終了

後５年間保管すること。 

 

９ 補助金執行の適正性確保 

（１）本補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定により交付

されるものであり、不適正な使用が認められた場合、刑事罰が科されることがあるの

で、適正な執行に努めること。 



 
（２）事業の執行状況及び経理状況を調査するため、事業の実施中又は終了後に内閣府に

よる現地調査を行う場合があることに留意すること。 

（３）事業が採択された場合には、所属職員に対して本補助金に関する不正行為等を発見

した場合の国への通報窓口（本補助金の事務局）を周知すること。 



（別添１） 

令和３年度 子ども・子育て支援調査研究事業調査研究課題 

調査研究 

課題番号 
調査研究課題名 

１ 

就労証明書の標準的な様式の活用による市区町村及び企業等

の負担軽減に関する実態調査 

２ 

保育所等入所手続き等に関する ICT 化に向けた好事例集の作

成に係る調査研究 

３ 教育・保育施設等における重大事故防止対策に係る調査研究 

４ 幼児教育・保育の無償化の効果等の把握に関する調査研究 

 



 

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業 
調査研究課題個票 

調査研究課題 1 
就労証明書の標準的な様式の活用による市区町村及び企業等の負担軽減に関す

る実態調査 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

多くの市区町村において保育所等の利用申請手続の際に添付書類として求め

ている就労証明書については、市区町村ごとに様式が異なることから、就労証明

書の作成を行う就労先事業所にとって負担になるとともに、企業等の事業所から

市区町村への問合せが頻発し結果的に市区町村の負担にもなっているとの声が

あり、平成 29 年（2017 年）８月に標準的様式、令和元年（2019 年）８月に待機

児童数が多く利用調整に必要な項目が多い市区町村用に大都市向け標準的様式

を提示し、標準的様式又は大都市向け標準的様式（２種類を合わせて「標準的な

様式」という。）のいずれかの様式の活用を依頼してきた。 

また、令和３年６月に、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」（令和２年７月

17日閣議決定）や「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年 12月 25日閣議

決定）においてデジタル化を強力に推進していくこととされたことを踏まえて、

デジタル化に資する新たな標準的な様式を公表したところ。 

就労証明書に係る標準的な様式の活用促進により、どの程度市区町村及び企業

等の事務負担を軽減することができているかについて、調査研究を行う。 

 

想定される事業の

手法・内容 

 令和４年４月入所分に係る利用申請手続の際の添付書類として、令和３年６

月公表の新たな標準的な様式を活用している市区町村（サンプル調査）に対

し、アンケート調査及びヒアリング調査を行い、電子的処理への対応状況の把

握を行う。その際、電子的処理への対応が進んでいる市区町村における事務負

担軽減状況の把握を行うこと。 
 また、複数の市区町村に居住する従業員がいる企業等を５～10 社程度、地域

分布等も考慮して選定し、アンケート調査及びヒアリング調査を行い、令和３

年６月公表の新たな標準的な様式の活用により、作成側の負担軽減がなされて

いるかを調査（作業時間数の減少幅の調査等）する。 
 ※なお、本調査研究の実施に当たっては、内閣府子ども・子育て本部と適宜

協議をすること。 
 

求める成果物 

報告書及びバックデータ 

※電子媒体及び紙媒体で提出すること。また、調査・分析に用いた電子デー

タ一式も併せて提出すること。 

 

担当（室・ライン） 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付 
 



 

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業 
調査研究課題個票 

調査研究課題 2 保育所等入所手続き等に関する ICT 化に向けた好事例集の作成に係る調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

「デジタル・ガバメント実行計画」（令和２年 12月 25日閣議決定）において、

「地方公共団体における情報システム等の共同利用、手続の簡素化、迅速化、行

政の効率化等を推進するため、地方公共団体の業務プロセス・情報システムの標

準化に取り組む」旨が示され、子ども・子育て支援関係についても、デジタル庁

が策定する基本的な方針のもと、令和４年（2022年）夏までに、業務支援システ

ムについての標準仕様書を作成することとされている。 

こうしたデジタル化の推進に係る状況から、子ども・子育て支援分野において

も、ICT化を進めていく機運が高まっているところ、保育所等の入所申請等に係

る手続きはデジタル化になじまないという指摘も引き続き存在している。また、

市区町村と施設・事業所との間で行われる施設型給付費等の支給に関する事務に

ついても、毎月支給が原則とされ、加算認定についても変更等が生じる度に手続

きを要するため、恒常的に事務負担が生じている。 

そこで、保育所等入所の際の手続きについて、デジタルで完結する仕組みを構

築し、ICT化を進めている市区町村の好事例集を作成し横展開をはかることで、

各市区町村における令和４年度以降のデジタルで完結する仕組みの構築に資す

るものとする。また、施設型給付費等に係る請求事務及び加算認定事務について

ICT化を進めている市区町村の好事例集を作成し、横展開をはかることで、恒常

的に生ずる事務負担の軽減につなげることとする。 

 

想定される事業の

手法・内容 

 保育所等入所手続きの際に電子申請等に対応している市区町村をぴったりサ

ービスに対応している市区町村から選定する等し、ヒアリング調査を行って、

デジタルで完結する仕組みとしてどのような工夫をしているのかをまとめる。 
（主なヒアリング項目） 
 ・保育所等の入所申請に係る手続きについての市区町村のオンライン化への

対応状況（導入に当たっての工夫等） 
 ・保育所等の入所説明等に当たっての市区町村及び保育所等の ICT 化への対

応状況（申請手続きに付随する手続きを含めた ICT 化の状況等） 
 
また、施設型給付費等に係る請求事務及び加算認定事務の際に、電子的処理

に対応しているか否かを政令指定都市・中核市に状況確認するとともに、電子

的処理に対応している市区町村に対してヒアリング調査を行い、デジタルで完

結する仕組みとしてどのような工夫をしているのかをまとめる。 
（主なヒアリング項目） 
・施設型給付費等の請求事務及び加算認定事務の ICT 化への対応状況（導入

に当たっての課題及びその解決方法等） 
・施設型給付費等の請求事務及び加算認定事務の ICT 導入のメリット 



  
※なお、本調査研究の実施に当たっては、内閣府子ども・子育て本部と適宜

協議をすること。 
 

求める成果物 
好事例集、報告書（概要）及びバックデータ 

※電子媒体及び紙媒体で提出すること。また、調査・分析に用いた電子デー

タ一式も併せて提出すること。 

担当（室・ライン） 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付 
 



 

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業 
調査研究課題個票 

調査研究課題 3 
 
教育・保育施設等における重大事故防止対策に係る調査研究 
 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

教育・保育施設や認可外保育施設等における子どもの死亡事故など重大事故

は、毎年発生している。このため国は、「教育・保育施設等における事故防止等

ガイドライン」（以下「事故防止等ガイドライン」という。）を定め、 

・ 重大事故が発生しやすい 5場面（①睡眠中、②水遊び中、③誤えん（食事

中）、④誤えん（玩具等）、⑤食物アレルギー）を例示し、場面ごとに示した

注意事項を踏まえた対応をとる 

・ 保育施設等の全ての職員が身に付けておくべき技術として、①心肺蘇生

法、②気道内異物除去、③ＡＥＤの使用、④エピペン®の使用等、具体例を

挙げて、実技講習や事故発生時の対処方法を身に付ける実践的な研修を通じ

て、事故防止に係る職員の資質の向上に努め、地方公共団体等が実施する研

修には積極的に参加する 

ことなどを、地方公共団体を通じ管内の施設・事業者に周知するよう要請して

いるが、総務省行政評価局による子育て支援に関する行政評価・監視では、対

策の重要性の認識不足や実施方法に関する情報が不足しているなどを理由に、

一部の施設においてこれらの対策が実施されていない状況がみられる（平成 30

年 11月勧告）との指摘がなされており、保育施設等への周知徹底とともに重大

事故対策の実施状況の把握が求められているなど課題がある状況である。 

このような指摘を踏まえ、全国の施設への適切な情報提供に資するため、厚

生労働省と協力し調査研究を行う。 

想定される事業の

手法・内容 

⑴ 全国の保育施設等における重大事故対策の実施状況や事故報告等に係る調

査 

（重大事故が発生しやすい場面に応じた事故防止対策の取組状況） 

⑵ 各施設における重大事故対策のための取組み（好事例）についての情報収集

を行い、啓発資材の作成を行う。 
⑶ 適切な情報提供の実施 

※なお、実施に当たっては、有識者等で構成する研究会を設置して実施する

こと。また、内閣府子ども・子育て本部と適宜協議して実施すること。 

求める成果物 
上記の調査結果を踏まえた報告書及び電子データ一式 

※電子媒体及び紙媒体で提出すること。また、調査・分析に用いた電子データ

一式も併せて提出すること。 

担当（室・ライン） 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付 
 



 

令和３年度子ども・子育て支援調査研究事業 
調査研究課題個票 

調査研究課題 4 幼児教育・保育の無償化の効果等の把握に関する調査研究 

調査研究課題を設

定する背景・目的 

令和元年 10 月より、①子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るといった

少子化対策、②生涯にわたる人格形成の基礎やその後の義務教育の基礎を培う

幼児教育・保育の重要性という２つの観点から「幼児教育・保育の無償化」（以

下、単に「無償化」という。）を実施している。 
無償化が実施されてから、１年以上が経過したところであるが、無償化の政

策効果について把握しておく必要があることから、調査を実施するものとす

る。 

想定される事業の

手法・内容 

無償化の政策効果を分析するための定量的な情報については、行政上の各種

資料で一定の把握ができているが、本課題では、（１）（２）の手法を組み合わ

せ、主として定性的な観点から、政策効果の分析を行う。また、諸外国の関連

施策の動向を把握するため、（３）の調査を行う。 
（１）保育施設等向けアンケート調査 

 無償化の対象となる保育施設等（無認可保育施設等を含む）に対し、無償

化の効果（例：保護者の利用ニーズの変化の有無・内容と施設の対応）等に

ついて、アンケート調査を実施する。 
 なお、悉皆調査ではなく、抽出調査（少なくとも５～１０％以上 注）での

実施を想定している。 
（２）保護者向けアンケート調査 

 ０～５歳の子どもを有する保護者（ＷＥＢモニターを想定。少なくとも２

～３千人以上 注）に対し、無償化の効果（例：経済的負担の軽減の程度、利

用する施設の選択や利用時間への影響）等について、アンケート調査を実施

する。 
（３）幼児教育・保育の無償化等の施策に係る国際調査 
  諸外国（アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデン、フィン

ランド、中国、韓国）の幼児教育・保育の就園率、保護者負担及びその軽減施

策について、文献等による調査を実施する。 
注：いずれも補助上限額を念頭に置いた目途であり、より多数の対象者・施設

に調査可能であれば、採択時の評価材料になりうる。 
※なお、調査の設計、情報の整理、分析検討に際しては、当該課題に知見のあ

る学識経験者、自治体関係者等からなる企画委員会を設置し、助言を求め

る。また、本調査研究の実施にあたっては、内閣府子ども子育て本部参事官

（子ども・子育て支援担当）付と適宜協議すること. 
※本課題と同様の趣旨から、来年度、地方自治体向けのアンケート調査を実施

することを想定しており、本課題に応募する者は、当該調査も実施する意

向・能力を有する者であることが望ましい。 
なお、本課題とは別途公募するもの（ただし、国の財政事情等によりこれ



を必ず保証するものではない。）であるため、本課題の採択者が来年度の調査

に関し、採択されることを保証するものではない。 

求める成果物 
・調査報告書（紙媒体・電子媒体（ワードやエクセル等）） 
・調査・分析に係るバックデータ一式（電子媒体（エクセル等）） 

担当（室・ライン） 子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付 
 



（別添２） 

 

国庫補助協議額積算上の費目単価 

 

 事業の実施主体は、本事業を申請するに当たり、積算内訳に計上する経費については、

原則として次に規定されている基準および基準額の範囲内で積算するものとする。 

 ただし、以下に規定されていない経費または基準額によることが困難な理由がある場合

であって、使用する経費の積算および使用する理由が明瞭かつ的確に示すことのできる書

類を作成の上、企画評価委員会に予め提出した結果、事業が採択された場合にはこの限り

ではない。 

（【】内は、社会福祉法人等における対象経費名である。） 

 

１ 報酬(検討会等の委員手当)[円/回] 

ア．委 員 長     １６，４００円 

イ．委  員     １４，０００円 

※ 単なる業務上の打合せは、検討会等には含まない。 

※ 検討会等に応募団体の役職員が出席した場合の当該役職員に対する報酬は補助 

対象外である。当該役職員に対して、別途法人から給与等が支給されていない場合 

も同様とする。 

 

２ 賃金(雇上賃金)[円/日] 

研究の実施主体の給与規定等によるものとする。規定が無い場合は、地域の実情を 

参考に、人件費の支給基準を決裁等により予め決定しておくこと。 

  ※ 本事業から支弁する賃金について、本事業以外の業務・出張等に支弁しないこと。 

 

３ 報償費【諸謝金】(講演会等の講師謝金)[円/時間] 

ア．大 学 教 授 級     ７，０００円 

イ．准 教 授 級      ６，１００円 

ウ．そ の 他     ４，６００円 

※ 応募団体の役職員が行った講演に対する謝金は補助対象外である。当該役職員に 

対して、別途法人から給与等が支給されていない場合も同様とする。 

  ※ 事業採択後は、報償費の支払いについて、会議への出席依頼や、会議の開催日時、

内容等を示す資料を整理しておくとともに、支払日、支払理由、支払先及び額等を

明記した管理簿を作成し、領収書（無い場合は銀行振込受領書等）とともに適切に

管理し、保存すること。 

 

４ 報償費【諸謝金】(原稿執筆謝金)[円/原稿用紙（日本語４００字）１枚当たり] 

２，０００円とする。ただし、執筆者、内容等により増減額できるものとする。 

※ 応募団体の役職員が行った原稿執筆に対する謝金は補助対象外である。 

 



５ 旅費 

最も経済的かつ合理的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算した額

（航空機においてはエコノミークラス以外、鉄道等においてグリーン車等の特別料金は 

認められない）。ただし、事業遂行上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り最も

経済的かつ合理的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及

び方法によって計算した額。 
なお、タクシーやレンタカー等の利用は、やむを得ない場合を除き認められない。 

※ 旅費の支出にあたっては、業務の遂行上必要と認められる合理的な人数および期間 

とすること。 

※ 旅費は、原則精算払いとすること。（概算払いの場合は必ず精算を行うこと。） 

※ 海外渡航経費は、事業遂行に必要不可欠と認められるもの以外は補助対象外とする。 

※ 先進地等の視察を目的とした旅費は、真に必要と認められる場合を除き、補助対象 

外とする。 

※ 会議等の出席の際に懇親会等の経費が含まれている場合は、当該経費を控除した額 

を対象とすること。 

※ 協議書での旅費の積算は、事業目的との関連性を明確にするため、旅行目的、旅行 

先、人数および回数等をできる限り具体的に明記すること。 

※ 旅費の積算に当たっては、応募団体の規定に沿って積算すること。当該規定につい 

ては、追って提出を求める場合がある。なお、規定がない場合は、国家公務員の旅費 

の支出基準等を参考に、旅費の支給基準を決裁等により予め決定しておくこと。 

※ 事業採択後は、旅費の支払いについて、支払日、旅行目的、支払先、区間及び額等 

を明記した管理簿を作成し、領収書等と共に適切に管理し、保存すること。 

 

６ 食糧費【会議費】 

検討会等の委員１人当たり５００円を基準とする。 

 

７ 消耗品費 

  本事業においては、事業を実施する上で必要な物品であって、使用することにより摩

耗し、耐用年数が１年未満の物（12 備品購入費に属さない物）について計上すること。 

 

８ 印刷製本費 

  本事業においては、調査票及び成果物等の印刷製本費（10 委託料に該当するものを除

く。）について計上すること。 

なお、印刷物については、白黒印刷を基本とし、過剰な装丁等を行わないこと。また、

印刷部数についても必要最小限とし、事業成果の普及・周知にあたっては、ホームペー

ジの掲載や、電子媒体（CD-R）等での配布を基本とすること。 

 

９ 役務費【雑役務費、通信運搬費】 

  郵便料、運搬料等の通信運搬費、銀行振込手数料、収入印紙等 

 ※ 固定電話、携帯電話、インターネット通信費等に関する経費は補助対象外とする。 



 

10 委託料 

委託料を計上する場合は、あらかじめ業者から見積書を徴すること。当該見積書につ

いては、追って提出を求める場合がある。 

契約予定価格が１００万円（消費税込み）以上の契約を行う場合は、複数の見積書を 

徴した上で契約を行うか、競争入札に付すこと。 

※ 国庫補助所要額のうち、委託料の占める割合は５０％未満とすることとし、当該経

費が５０％以上となる場合は、補助対象事業として認められないため留意すること。

また、事業実績報告提出時においても、当該経費が国庫補助所要額の５０％以上とな

らないよう、留意すること。 

 ※ 事業の主要部分に係る委託は、最小限とすること。 

 

11 使用料及び賃借料 

  本事業では、検討委員会等の会場借上料を想定している。 

※ 会議等を行う際は、法人施設の会議室を利用する等経費の効率的執行に心掛けるこ

と。また、有料の会議室を使う必要がある場合は、参加人数、会議の規模等を考慮し、

必要最小限の経費で使用できる会場を選択するとともに、使用回数も必要最小限とす

ること。 

事務所、駐車場の賃料については、補助対象外とする。 

ＯＡ機器類（パソコン、プリンター、コピー機、机・椅子、キャビネット等）のリー 

ス料は補助対象外とする。 

 

12 備品購入費 

  本事業においては、備品として購入しなければ、事業の遂行が困難となるもので、耐

用年数が１年以上の物（7 消耗品費に属さない物）について計上すること。 

なお、上記の場合であっても、通常、事業所に備えている備品（例：パソコン、ソフ

トウェア（ＯＳ、文書作成ソフト、拡張子変換ソフト、表計算ソフトなどで、一般的な

事務処理に使用されるもの）、プリンター、ＩＣレコーダー、デジタルカメラ、タブレッ

ト型携帯端末、コピー機、机・椅子、キャビネット、自動車、電話（携帯電話を含む。）

など）及びその他、本調査研究事業以外の様々な目的・用途に使用可能な物品は補助対

象外とする。 

  

13 その他の経費 

社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込

んで積算すること。 
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