
沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱

平成２３年１１月１日　内閣総理大臣決定

（通則）
第１条　沖縄科学技術大学院大学学園補助金（以下「補助金」という。）の交付
については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法
律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適
正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」とい
う。）及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。

（交付の目的）
 第２条　この補助金は、沖縄科学技術大学院大学学園 （以下「学園」という。）

が行う沖縄科学技術大学院大学の設置・運営、教育研究の推進、共同研究の実
施、研究成果の普及促進及び研究交流事業、その他附帯する業務に要する経費
に対して補助を行い、もって、沖縄の振興及び自立的発展並びに世界の科学技
術の発展に寄与することを目的とする。

（交付の対象及び補助金の額）
第３条　前条の目的を達成するため、内閣総理大臣（以下「大臣」という。）は、
学園が必要とする経費のうち、補助金の交付対象として大臣が認める経費（以
下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内で補助金を交付する。
２　補助対象経費は別表のとおりとし、補助率は予算の範囲内において定額とす
る。

（申請の手続）
第４条　学園は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第１による補助金
交付申請書を大臣に提出しなければならない。
２　学園は、前項の規定により補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金
に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消
費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の
規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に
地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じ
て得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額し
て交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方
消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

（交付決定の通知）
第５条　大臣は、前条の規定により補助金交付申請書が提出されたときは、当該
申請に係る書類を審査の上、補助金の交付決定を行い、様式第２による補助金
交付決定通知書を学園に交付するものとする。補助金の交付決定において、大
臣は、適切な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項
について修正を加え、又は条件を付して補助金の交付決定をすることができる。
２　前条の規定により補助金交付申請書が内閣府に到達してから補助金の交付決
定を行うまでに通常要すべき標準的な期間は、３０日とする。



３　大臣は、第１項の規定により補助金の交付決定を行うに当たって、前条第２
項本文の規定により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額に
ついて減額して交付申請されたものについては、これを審査し、適当と認めた
ときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額するものとする。
４　大臣は、前条第２項ただし書の規定により交付申請されたものについては、
補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、補助金の額
の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うも
のとする。

（申請の取下げ）
第６条　学園は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある
ことにより、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その通知を受け
た日から１５日以内に様式第３による補助金交付申請取下書に参考となる書類
を添えて大臣に提出しなければならない。
２　前項の規定により補助金の交付申請が取り下げられたときは、当該申請に係
る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

（補助事業の遂行等）
第７条　学園は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合
には、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競
争に付することが困難又は不適当である場合には、随意契約をすることができ
る。

（計画変更の承認）
第８条　学園は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、様式
第４による補助金計画変更承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなけれ
ばならない。ただし、第５条の規定により交付決定された経費の配分を変更す
る場合（補助対象経費の区分に係る配分額のいずれか低い金額の２０％以内の
範囲内で当該配分額を流用する場合に限る。）についてはこの限りでない。
２　大臣は、前項の規定により申請された計画変更について承認する場合には、
必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

（補助事業の中止又は廃止）
第９条　学園は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第５による
補助事業中止（廃止）承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければな
らない。

（事業遅延の届出）
第１０条　学園は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込ま
れる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第
６による補助事業遅延報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならな
い。

（状況報告）



第１１条　学園は、補助事業の遂行及び収支状況について大臣から報告を求めら
れたときは、速やかに様式第７による補助事業状況報告書を大臣に提出しなけ
ればならない。

（実績報告）
第１２条　学園は、補助事業を完了したとき（第９条に規定する中止又は廃止の
承認を受けたときを含む。）は、その日から１か月を経過した日又は翌年度の
４月１０日のいずれか早い日までに様式第８による補助事業実績報告書を大臣
に提出しなければならない。
２　学園は、前項の規定により実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税
及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方
消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
３　前項の場合における報告書の提出期限について、大臣の別段の承認を受けた
ときは、その期間によることができる。

（補助金の額の確定等）
第１３条　大臣は、前条の規定による補助事業の実績報告書の審査等を行い、そ
の報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容（第８条に基づく承認
をした場合には、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認
めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、学園に通知する。
２　大臣は、学園に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額
を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命
ずる。
３　前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期
限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に
応じて年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第１４条　学園は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助
金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式
第９による消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書により速やかに大臣
に報告しなければならない。
２　大臣は、前項の規定による報告があった場合には、当該消費税及び地方消費
税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
３　前条第３項の規定は、前項の規定により返還を命じた場合について準用する。

（交付決定の取消等）
第１５条　大臣は、第９条の規定により補助事業の中止又は廃止の申請があった
場合及び次に掲げる場合には、第５条の規定による補助金の交付決定の全部若
しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
一　学園が、適正化法、施行令その他の法令若しくは本要綱又は法令若しくは
本要綱に基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合

二　学園が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
三　学園が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
四　交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続
する必要がなくなった場合



２　大臣は、前項の規定により取り消した場合において、既に当該取消しに係る
部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部
又は一部の返還を命ずる。
３　大臣は、第１項第一号から第三号までの理由により交付の決定を取り消し、
前項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受
領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した
加算金の納付を併せて命ずるものとする。
４　第１３条第３項の規定は、第２項の規定により補助金の返還を命じた場合及
び前項の規定により加算金の納付を命じた場合について準用する。

（補助金の支払）
第１６条　補助金は、第１３条の規定により交付すべき補助金の額を決定した後
に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補
助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
２　学園は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第１
０による補助金精算（概算）払請求書を大臣に提出しなければならない。

（財産の管理等）
第１７条　学園は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取
得財産等」という。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理
者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図ら
なければならない。
２　取得財産等を処分することにより、学園に収入があり、又はあると見込まれ
るときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

（財産の処分の制限）
第１８条　取得財産等のうち施行令第１３条第４号及び第５号の規定により、大
臣が定める処分を制限する財産は、取得財産等のうち、１個又は１組の取得価
格が５０万円以上の財産及び効用の増加価格が５０万円以上の財産とする。
２　施行令第１４条第１項第２号の規定により、大臣が定める財産の処分を制限
する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令
（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、大臣が別に定める期間とする。
３　学園は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取
得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければな
らない。
４　前条第２項の規定は、前項の規定により承認する場合について準用する。

（補助金の経理）
第１９条　学園は、補助事業についての帳簿を備え、他の経理と区分して補助事
業の収支の額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
２　学園は、前項に規定する収支の額のうち、支出額については、その支出内容
を証する書類を整備して前項に規定する帳簿とともに補助事業の完了の日の属
する年度の終了後５年間保存しなければならない。

附　則
（施行期日）



１　この要綱は、平成 23年 11月１日から適用する。

　　（旧要綱の失効）
２　独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費交付要綱（平成 17年 9
月 1日　内閣総理大臣決定）は、この要綱の施行の日に、その効力を失う。



＜別表＞補助対象経費の区分
１　学務経費
２　教育研究経費
３　共通経費
４　管理経費



様式第１（第４条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　書　番　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日

  内　閣　総　理　大　臣 　 殿

住所　　　　　　　　　　
法人名　　　　　　　　　
代表者名　　　　　　　印

平成　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付申請書

沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱第４条の規定により、下記金額につい
て交付していただきたく申請します。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記
１　補助事業の目的
２　補助事業の内容
３　補助事業費総額
４　補助金交付申請額
５　補助事業に要する経費の配分

（単位：千円）
区分 総事業費

Ａ
補助対象経費 自己収入額

Ｂ
差引額
Ａ-Ｂ

補助金の額

学務経費
教育研究経費
共通経費
管理経費
合計

６　補助対象経費明細書（別記）



（別記）
補助対象経費明細書
区　　　分 補助対象経費（千円） 備　　　考

（項）学務経費
（目）職員給与
（目）機器購入費
（目）運営費

（項）教育研究経費
（目）職員給与　
（目）機器購入費
（目）運営費

（項）共通経費
（目）職員給与
（目）機器購入費
（目）運営費

（項）管理経費
　（目）役員給与
　（目）職員給与
（目）機器購入費

　（目）運営費
　（目）保険料
　（目）退職給付引当金繰入

合　　計



様式第２（第５条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文　書　番 号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日

法人名
代表者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内閣総理大臣　印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付決定通知書

平成　年　月　日付　第　号で申請のあった平成　年度沖縄科学技術大学院大学学
園補助金については、沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱（以下「交付要
綱」という。）第５条第１項の規定により、下記のとおり交付することに決定したの
で通知する。

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 記

１．補助金の交付の対象となる事業は、平成　年　月　日付第　　号で申請のあった
「沖縄科学技術大学院大学学園補助金」に係る補助事業とし、その内容は補助金交
付申請書記載の補助対象経費明細書のとおりとする。

２．補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
ただし、補助事業の内容の変更により、補助事業に要する経費及び補助対象経費
が変更された場合における補助金の額については、別に通知するところによるもの
とする。
                補助事業に要する経費　　　　　　　　　円
                補助対象経費　　　　　　　　　　　　　円
                補助金の額　　　　　　　　　　　　　　円

３．補助金の確定額は、補助対象経費の実支出額の合計額又は補助金の額のいずれか
低い額とする。

４．補助事業は補助金の交付を受けた年度の３月３１日までに完了しなければならな
い。

５．補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法
律第１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３
０年政令第２５５号）及び交付要綱に従わなければならない。



様式第３（第６条関係）
文　書　番　号

平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

住　　所
  法 人

   代表者名　　　　　　 印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付申請取下書

平成　　年　　月　　日付　　　第　　　号をもって申請した沖縄科学技術大
学院大学学園補助金交付申請は、下記の理由により取り下げたいので、沖縄科学
技術大学院大学学園補助金交付要綱第６条第１項の規定により申し出ます。

記



様式第４（第８条関係）
文　書　番　号

平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人

     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　 印

平成　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金計画変更承認申請書

平成　　年　　月　　日付　　　第　　　号をもって交付決定通知のあった平成 
年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金に係る補助事業の計画を下記のとおり変更し
たいので、沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱第８条第１項の規定により、
承認していただきたく申請します。

記

　１　変更事項
　２　変更理由
　３　変更後の補助事業に要する経費、補助対象経費及び補助金の配分額の対比
　４　各対象経費金額の算出内訳



様式第５（第９条関係）
文　書　番　号

平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

住　　所
  法 人

    代表者名　　　　　　　　 印

平成　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金
の補助事業中止（廃止）承認申請書

平成　　年　　月　　日付　　　第　　　号をもって交付決定通知のあった平成 
年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金に係る補助事業については、下記のとおり事
業を中止（廃止）したいので、沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱第９条の
規定により、承認していただきたく関係書類を添えて申請します。

記

　１　交付決定額　　　　　　　　　　　　千円
　２　補助事業中止（廃止）の発生年月日及びその理由
　３　補助金の使用状況

（1） 支出済額　　　　　　　　　　　　円
（2） 未使用額　　　　　　　　　　　　円

　



様式第６（第１０条関係）

文　書　番　号
平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

住　　所
  法 人

    代表者名　　　　　　 印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金の補助事業遅延報告書

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金について、沖縄科学技術大学院
大学学園補助金交付要綱第１０条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．交付決定額　　　　　　　　　　　　　　千円

２．遅延等の原因及び内容

３．遅延等に係る金額

４．遅延等に対する措置内容

５．遅延等が業務に及ぼす影響

６．補助事業の遂行及び完了の予定



様式第７（第１１条関係）

文　書　番　号
平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

住　　所
  法 人

     代表者名　　　　　 印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金の補助事業状況報告書

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金について、沖縄科学技術大学院大
学学園補助金交付要綱第１１条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

　１．補助事業実施概要

　２．補助事業収支状況

（注）
　１　補助事業実施概要は、主要事業の実施状況を略記すること。
　２　補助事業収支状況は別紙様式とすること。



様式第８（第１２条関係）
文　書　番　号
平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

住　　所
  法 人

       代表者名　　　　　　　 印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助
金の補助事業実績報告書

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金について、沖縄科学技術大学院大
学学園補助金交付要綱第１２条の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

　１．補助事業実施概要

　２．補助事業収支精算書

（注）補助事業収支精算書は別紙様式とすること。



様式第９（第１４条関係）
文　書　番　号
平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　 印

平成　　年度消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書

沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第１４
条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1． 補助金額（交付要綱第１３条による額の確定額）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

2． 補助金の確定時における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 
      　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

3． 消費税及び地方消費税額の確定に伴う補助金に係る消費税及び地方
 消費税に係る仕入控除税額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円

　　　　　　
4． 補助金返還相当額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　（注）別紙として返還額に係る積算の内訳を添付すること。



様式第１０（第１６条関係）
文　書　番　号
平成　年　月　日

内閣総理大臣　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法 人

       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　 印

平成　　年度沖縄科学技術大学院大学学園補助金精算（概算）払請求書

沖縄科学技術大学院大学学園補助金交付要綱第１６条の規定に基づき、下記のとお
り請求します。

記

　　　１．精算（概算）払請求金額　　　　　　　　　　　　　　　円

　　　２．請求金額の算出内訳（概算払請求をする場合に限る。）

　　　３．概算払を必要とする理由（概算払請求をする場合に限る。）

４．振込先金融機関名、支店、預金の種別、口座番号及び預金の名義


