
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 3 月版 

AIMR 事務室

セクレタリーパート 

事務業務マニュアル 



 

 

 

はじめに 

本マニュアルは、広範に及ぶ研究室秘書業務の中で、大学事務（特に AIMR 事務室）

との接点に特化した内容に絞り込んでおり、日常業務を行う上で必要最低限且つ標準的

な情報を網羅するように作成しました。 

記載内容は、AIMR ホームページに掲載されている「職員のために」や「新任教員への

事務関係説明」から一部引用しています。申請書などの各種様式は、ホームページに公

開されているものはリンクを貼っています。リンクしているホームページの内容は変更

されることがありますので、適宜確認してください。 
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Ⅰ. AIMR 事務室について 

 

1. 各係の業務分掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AIMR ホームページのご案内 

AIMR 事務室では、各係が所掌する事務手続きに関する情報をホームページで公開しています。申請

書などの各種様式および記入例についても、下記URLよりダウンロード可能ですのでご活用ください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために】http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/ 

 

（主な項目） 

・採用時に提出する書類：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 

・鍵の借用申請：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html 

・出張手続きと旅費精算：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 

・兼業：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/sidejob.html 

・在職・勤務証明書交付願：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html 

・セミナールーム利用申請：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html 

・名刺の作成：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html 

・物品購入手続き：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html 

・納品検収：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/inspection.html 

・立替払請求：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html

AIMR 事務室 
wpi-office@bureau.tohoku.ac.jp 

 

総務係 
022-217-5922/6232 

wpi-soumu@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

経理係 
022-217-5923/5969 

wpi-keiri@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

用度係 
022-217-5924/6330 

wpi-yodo@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

国際ユニット 

国際学術･研究協力係 
022-217-5971/6237 

wpi-int@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

安全衛生管理室 
022-217-5970 

wpi-safety@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

アウトリーチオフィス 
022-217-6146 

outreach@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

・人事（採用･退職･勤怠管理など） 
・出張･兼業･研修手続き 
・学生に関すること 
・会議室の予約 など 

 

・予算管理 
・給与 
・共済（健康保険･年金） 
・旅費･科学研究費の支払 など 

・施設管理 
・物品調達･納品検収 
・郵便業務 
・名刺作成 
・科学研究費以外の支払 など 
 

・研究者交流（GI3 制度･称号付
与手続きなど） 

・各種研究費申請業務 
・国際交流業務 など 

 

・広報 
・プレスリリース 
・ウェブサイト 
・科学イベントの運営 など 

・安全衛生 
・保健衛生･健康診断 
・輸出管理 など 
 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/sidejob.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/inspection.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

1. 外国人研究者の採用／受入手続き 

【外国人研究者の採用／受入手続きフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AIMR において外国人研究者を受け入れる方法は、①常勤研究者として雇用する方法、②③AIMR の

受入制度（GI
3）を利用する方法、もしくは④称号付与制度を利用する方法があります。 

 

① 常勤研究者の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記フローチャートに沿って、採用決定手続きがなされます。採用予定者の「⑤承諾」の後、当該研

究室秘書宛てに総務係から必要書類の収集及び提出が依頼されますので、採用予定者との連絡を開始し、

必要書類を取り寄せてください。

入 

国 

前 

入 

国 

後 

住居地の届出 

（P.12～13 参照） 

宿舎への入居 

（P.10～12 参照） 

着 任 

（業務開始） 

ビザ取得 

（P.8～10 参照） 

採用／受入手続き 

（P.2～7 参照） 

宿舎の手配 

（P.10～12 参照） 

※公共サービスの手続き含む

む 

担 

当 

教 

員 

機 

構 

長 

採

用

予

定

者 

②承 認 ⑤承 諾 

④労働条件

確認 
①申 請 

③採用予定者

の情報提供 

 

総 

務 

係 

研

究

室

秘

書 

⑥《依頼》 

必要書類の収集 

 

⑦《連絡》 

必要書類の説明 

 

⑧《提出》 

必要書類の提出 

 

⑨《提出》 

必要書類の提出 

入 国 

着任後の書類提出 

（P.3～4 参照） 

銀行口座の開設 

（P.13 参照） 

公共サービス等 

の手続き 

（P.10～11 参照） 
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

常勤研究者として採用する場合、教授ビザの取得が必要になります。詳しくは「P.8～10 ビザ（査証）

について」をご覧ください。 

入国予定日が確認できたら、速やかに総務係・人事担当（内線 5922/6232）までご連絡ください。入

国予定日に応じて採用日を決定します。採用日は、適切な在留資格での入国日を確認した日の翌業務日

とします。 

 

◆採用手続きに関する必要書類（入国前）             注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類名 注意事項 提出先 

○ 履歴書 所定様式（写真添付、両面印刷）・和訳添付 

総務係 

○ 
最終学歴の学位記／卒業証書の写し、

又は卒業証明書の原本 
和訳添付 

○ 同意書 所定様式（総務係が作成した様式に本人の署名をもらう） 

○ パスポートの写し 
①氏名・パスポート番号・写真の頁 

②ビザの頁 

○ 誓約書（外国人教職員用） 所定様式 

△ 在留カード又は外国人登録証の写し 両面の写し（日本在住者のみ） 

※ いずれの書類も、まずメールで PDF データの送付を依頼してください。特に、パスポートの写し①は在留

資格認定証明書交付申請（P.8 参照）のため早目に送ってもらうよう手配してください。 

※ 原則として、押印や署名された書類は原本の提出が必要なため、すべての書類の郵送を依頼してください。

しかし、郵送では提出期日に間に合わない場合などは、状況を考慮の上入国後に原本を提出するよう調整

してください。 

※ 所定様式は総務係から依頼される際に提示がありますが、人事課ホームページからもダウンロードが可能

です。不明な点は総務係・人事担当（内線 5922/6232）へお問い合わせください。 

【人事課ホームページ：TOP＞人事事務マニュアル＞教員－採用 関係様式 

（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm）】 

 

◆着任後の必要書類（入国後）                  注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類名 注意事項 提出期限 提出先 

○ パスポートの写し 入国日が記載された頁 

入国を確認した日 

総務係 

○ 在留カードの写し 

両面の写し 

※住居地が未登録の場合は、登録後に再提出してくださ

い。後日交付の方は交付後の提出で結構です。詳しく

は「P.13 在留カードについて」をご覧ください。 

○ 身分証明書発行申込書 所定様式（写真添付） 着任後 3 日以内 

○ 通勤届 

所定様式（公共交通機関を利用する場合は、定期券又は

プリペイドカードの写しを添付） 

※月の途中で採用された場合は、その月の通勤手当は支

給されませんのでご注意ください。 

着任後 14 日以内 

○ 
口座振込申出書兼承諾書

（給与） 

所定様式（通帳又はキャッシュカードの写しを添付） 

※外国人については、口座名義人のフリガナを確認でき

るよう、通帳の表紙ではなく 2 頁目の写しを提出して

ください。 
着任後 3 日以内 経理係 

△ 
給与所得者の扶養控除等

申告書 
所定様式（租税条約が適用される場合は不要） 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 
 

◆着任後の必要書類（入国後）（つづき）              注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類名 注意事項 提出期限 提出先 

△ 租税条約に関する届出書 

所定様式（租税条約が適用される場合） 

※租税条約が適用される場合、所得税が免除されます。

詳細は、経理係・給与／共済担当（内線 5923/5969）

へお問い合わせください。 

着任後 3 日以内 経理係 

○ （共済）組合員資格取得届 所定様式 

○ 
国民年金第 2 号･第 3 号被

保険者届  
所定様式 

△ 年金手帳の写し 日本の年金制度に加入歴がある場合 

△ 
雇用保険被保険者証の写

し 
日本の雇用保険に加入歴がある場合 

△ （共済）被扶養者申告書 所定様式（被扶養者がいる場合） 

△ （共済）扶養の申立書 所定様式（被扶養者がいる場合） 

△ 
旅行計画書等および着任

届 

所定様式（助教以上の場合・助手は非該当） 

※助教以上には赴任旅費が支給されるため、旅行計画書

等および着任届の提出が必要となります。通常の出張

手続きと異なりますので、詳しくは各棟の旅費業務担

当者［本館：安全衛生管理室（内線 5922）、ラボ棟：

ラボ棟分室（内線 5963）、アネックス棟：アネックス

棟分室（内線 5978）］へお問い合わせください。 

着任後 2 週間以内 旅費担当 

上記は基本的な提出書類です。さらに追加書類を求められる場合がありますので、詳細は各担当へお

問い合わせください。各種様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞勤務にあたって＞採用時に提出する書類

（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html）】 

 

② GI
3シニア外国人研究員（Visiting Professor / Associate Professor）の場合 

「P.7 外国人研究者を受入れる際の対応早見表」を活用して、申請手続きを行ってください。シニア

外国人研究員の受入れ期間は、原則として 1 ヵ月以上 3 ヵ月以下です。申請書類は下記ホームページか

ら入手できます。滞在開始日の 3 ヶ月前まで国際学術・研究協力係（内線 5971/6237）へ提出してくだ

さい。【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞研究について＞研究を進めるにあたって＞研究者の

受け入れ（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html）】 
 

申請の結果は、国際学術・研究協力係から受入研究室秘書宛てに通知されます。受入が決定したら、

研究者との連絡を開始し、必要書類を取り寄せてください。 

受入身分は「外国人研究員」となります。この場合、雇用契約を締結して給与を支給するため、滞在

費は支給しません。外国人研究員の雇用に関する詳細は、総務係・人事担当（内線 5922/6232）へお問

い合わせください。雇用に際しては教授ビザの取得が必要になります。詳しくは「P.8～10 ビザ（査証）

について」をご覧ください。渡航に係る費用は原則として AIMR が負担します。 
 

GI
3制度により来日した研究者は、滞在期間満了日まで機構長あてに活動報告書（A4 版 1 枚程度）を

提出する必要があります。詳しくは下記ホームページで確認してください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞研究について＞研究を進めるにあたって＞研究者の受け

入れ（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html）】 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

◆外国人研究員の雇用手続きに関する必要書類（入国前）      注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類名 注意事項 提出先 

△ 招へい状 

所定様式（日本語版・英語版のいずれか１通） 

※本学総長名で外国人研究員宛てに送付する書類です。契約条件について内諾を得

ている場合は省略が可能です。総長印が必要な場合は、総務係・人事担当（内線 

5922/6232）へお問い合わせください。 

総務係 

○ 契約書 

所定様式（日本語版・英語版を各２通ずつ） 

※契約内容に応じて若干の修正が可能です。但し、修正の有無にかかわらず、総務

係・人事担当（内線 5922/6232）より契約内容の確認を受けてください。確認の

ための提出の場合、署名は不要です。 

○ パスポートの写し ①パスポート番号が記載されたページ、②ビザのページ 

○ 
旅行計画書 /報告

書 

所定様式 

※外国人研究員の旅費は、往路と復路に分けて支給します。詳しくは各棟の旅費業

務担当者［本館：安全衛生管理室（内線 5922）、ラボ棟：ラボ棟分室（内線 5963）、

アネックス棟：アネックス棟分室（内線 5978）］へお問い合わせください。 

旅費担当 

※ 所定様式は総務係から依頼される際に提示がありますが、人事課ホームページからもダウンロード可能で

す。不明な点は総務係・人事担当（内線 5922/6232）へお問い合わせください。 

【総務部人事課ホームページ：TOP＞通知･事務連絡＞外国人研究員の雇用 

（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/）】※トップページからアクセスしてください。 

 

◆着任後の必要書類（入国後）                  注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 名 称 備 考 提出先 提出期限 

○ パスポートの写し 入国日が記載された頁 

総務係 

入国を確認した日 

○ 在留カードの写し 

両面の写し 

※住居地が未登録の場合は、登録後に再提出してください。

後日交付の方は交付後の提出で結構です。詳しくは「P.13 

在留カードについて」をご参照ください。  

○ 契約書 

所定様式（日本語版・英語版を各２通ずつ） 

※研究者が入国したら速やかに署名をもらい、総務係へ提

出してください。その後、総長印が押印された契約書が届

きます。原本は外国人研究者と大学が各 1 通ずつ所持しま

す。 

△ 身分証明書発行申込書 所定様式（GI3シニア外国人研究員の場合、発行は任意） 着任後 3 日以内 

○ 通勤届 

所定様式（公共交通機関を利用する場合は定期券又はプリ

ペイドカードの写しを添付） 

※月の途中で雇用された場合は、その月の通勤手当は支給

されませんのでご注意ください。 

着任後 14 日以内 

○ 
口座振込申出書兼承諾

書（給与） 

所定様式（通帳又はキャッシュカードの写しを添付） 

※外国人については、口座名義人のフリガナを確認できる

よう、通帳の表紙ではなく 2 頁目の写しを提出してくださ

い。 

経理係 着任後 3 日以内 △ 
給与所得者の扶養控除

等申告書 
所定様式（租税条約が適用される場合は不要） 

△ 
租税条約に関する届出

書 

所定様式（租税条約が適用される場合） 

※租税条約が適用される場合、所得税が免除されます。詳

細は、経理係・給与／共済担当（内線 5923/5969）へお問

い合わせください。 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

◆着任後の必要書類（入国後）（つづき） 

 名 称 備 考 提出先 提出期限 

△ 
（共済）組合員資格取得

届 

所定様式 

※共済組合への加入は、居住国と日本との間で締結された

社会保障協定に基づき、免除の可否が判断されます。詳し

くは「P.23～24 健康保険･年金」をご覧いただくか、経理

係・給与担当（内線 5923/5969）へお問い合わせください。 

経理係 着任後 3 日以内 

△ 
国民年金第 2 号･第 3 号

被保険者届 
所定様式（共済組合に加入しない場合は不要） 

上記は基本的な提出書類となります。さらに追加書類が必要になる場合がありますので、詳細は各担

当へお問い合わせください。各種様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞勤務にあたって＞採用時に提出する書類

（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html）】 

 

③ GI
3ジュニア外国人研究員（Visiting Scientist）の場合 

「P.7 外国人研究者を受入れる際の対応早見表」を活用して、申請手続きを行ってください。ジュニ

ア外国人研究員の受入れ期間は、原則として 1 ヵ月以上 3 ヵ月以下です。渡航に係る費用および滞在費

（月額 100,000 円）は、原則として AIMR が負担します。また、宿泊に係る費用は実費相当分を支給し

ますが、1 ヵ月あたりの上限を 50,000 円とします。旅費支給に関する詳細は、各棟の旅費業務担当者［本

館：安全衛生管理室（内線 5922）、ラボ棟：ラボ棟分室（内線 5963）、アネックス棟：アネックス棟分

室（内線 5978）］へお問い合わせください。 

ビザ取得が必要な場合は、「P.8 ビザ（査証）について」をご覧ください。申請書類は下記ホームペー

ジから入手できます。滞在開始日の 3 ヶ月前まで国際学術・研究協力係（内線 5971/6237）へ提出して

ください。 

GI
3制度により来日した研究者は、滞在期間満了日まで機構長あてに活動報告書（A4 版 1 枚程度）を

提出する必要があります。詳しくは下記ホームページで確認してください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞研究について＞研究を進めるにあたって＞研究者の受け

入れ（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html）】 

 

④ 招へい研究員（Visiting Scientist）または客員研究員の場合 

 「P.7 外国人研究者を受入れる際の対応早見表」を活用して、申請手続きを行ってください。招へい

研究員（Visiting Scientist）は、AIMR 独自の受入制度です。GI
3によらない場合でも、研究機関等に所属

し、修士の学位を有する者又はこれと同等の研究能力を有する研究員等を受け入れることができます。

但し、招へい研究員として認められない場合もありますので、詳しくは下記ホームページで確認してく

ださい。なお、助教以上の身分を有する場合は客員研究員として受け入れることもできます。 

招へい研究員および客員研究員いずれの申請書類も下記ホームページから入手できます。受入を希望

する場合は、事前に国際学術・研究協力係（内線 5971/6237）へ提出してください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞研究について＞研究を進めるにあたって＞研究者の受け

入れ（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html）】 

 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

【外国人研究者を受入れる際の対応早見表】 

 

 

 

 

 

 

  

GI
3

の要項に沿っての申請となるか 

招へい研究員

Visiting Scientist 

待遇 

・称号付与 
・国際交流会館入居 

待遇 

・称号付与 
・国際交流会館入居 

承認 

*保険加入証明書の写しは来日後の提出も可 

教授、准教授、 

講師、助教相当職 

客員研究員 

Visiting Scholar 

（1 か月以上 1 年未満） 

事務室へ申請 

YES 

承認 

事務室から 

役員会へ審議依頼 

外国人研究員 

(Visiting Prof. / 

Visiting Assoc. Prof.) 
 

待遇 

・雇用契約 

・往復旅費 

・給与（60 万円/50 万円） 

・ユニバーシティ・ハウス

片平 

・東北大学客員教授/准教

授の称号付与（雇用期間

による） 
 

その他 

・教授ビザの取得 

Visiting Scientist 
 

待遇 

・往復旅費 

・滞在費月 10 万円 

（3 カ月まで） 

・宿泊に係る費用は実費支

給（但し 1 ヵ月あたりの

上限は 5 万円とする） 

・国際交流会館入館 

事務室へ申請 

承認 

問い合わせ先 

国際学術・研究協力係 

wpi-int@wpi-aimr.tohoku.ac.jp 

022-217-5971/6237 

NO YES 

NO 

YES 
AIMR において受入不可 

ポスドク、博士

後期課程相当職 
NO 

GI3の場合は、博士前期課程、学部生レベルの受入可 

必要書類 

・申請書  

・ＣＶ 

・輸出管理シート 

・保険加入証明書(写)* 

必要書類 

・申請書  

・CV 

・輸出管理シート 

・保険加入証明書(写)* 

事務室へ申請 

必要書類 

・申請書  

・CV 

・輸出管理シート 

・保険加入証明書(写)* 

・他部局の特別研究学生 

・特別聴講学生 

・特別訪問研修生等 

mailto:wpi-int@wpi-aimr.tohoku.ac.jp
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

2. ビザ（査証）について 

外国人を日本へ招へい・受け入れる場合、中長期間日本に滞在する人や日本で報酬を得て就業する人

はビザ（査証）の取得が必要です。一方、在留資格「短期滞在」の要件に該当し、且つビザ免除措置が

適用されている国および地域の人は、ビザの取得は不要です。ビザ免除措置は 90 日が一般的ですが、

国および地域によって異なります。詳しくは、【外務省：トップページ＞渡航関連情報＞ビザ（査証）

＞ビザ免除国・地域（短期滞在）（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html）】でご確認くだ

さい。 

 

① ビザ（査証）の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

② 在留資格認定証明書 

ビザ（査証）は、旅行者本人が在外日本公館で申請して取得するものです。しかし、「短期滞在」以

外の在留資格で、就業を目的とする場合や中長期滞在するためのビザを申請する場合、審査に長期間を

要します。この場合、あらかじめ日本で行う活動が上陸条件に適合しているか審査を受けるため、日本

の入国管理局において在留資格認定証明書申請を行うのが一般的です。 

この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としていま

す。また、ビザを申請する際には、発給に係る審査が迅速に行われます。在留資格認定証明書交付申請

手続きは、日本国内の招へい人が仙台入国管理局で行います。通常、交付までの所要期間は 1～2 か月

程度です。必要書類は法務省ホームページで確認および入手することができます。 

【法務省：トップページ＞行政手続の案内＞出入国管理及び難民認定法関係手続＞在留資格認定証明

書交付申請（http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html）】

教授ビザ 文化活動ビザ 

90 日以上の滞在である 

報酬（謝金）を支払う 

ビザ免除国･地域である 

短期滞在ビザ 
短期滞在 

（ビザ不要） 

NO 

講演等に対する謝金である 

YES 

報酬（謝金）を支払う 

ビザ免除国･地域である 

短期滞在ビザ 
短期滞在 

（ビザ不要） 

NO YES 

YES NO 

YES NO NO YES 

YES NO 

教授ビザ 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

③ ビザ（査証）申請手続き 

AIMR において外国人研究者やその家族を招へい又は受け入れる場合、次のビザが考えられます。 

 教授（就業ビザ）― 在留資格認定証明書交付申請が必要 

 文化活動（一般ビザ）― 在留資格認定証明書交付申請が必要 

 家族滞在（一般ビザ）― 在留資格認定証明書の交付申請が必要 

 短期滞在 ― 必要書類は下記の外務省ホームページで確認および入手することができます。研究者の 

 国籍により必要書類が異なりますのでご注意ください。 

【外務省：トップページ＞渡航関連情報＞ビザ（査証）（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/）】 

 

【ビザ（査証）申請手続きフロー】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本国内の招へい人が在留資格認定証明書 

交付申請を行う 

（受入研究室秘書が入国管理局へ申請） 

日本国内の招へい人が必要書類を準備 

（受入研究室秘書が作成） 

申請から 1～2 か月後に在留資格認定証明書 

が交付されたら、申請人（研究者）へ送付 

ビザの発給 

（申請内容に問題がなければ、5 業務日で発給。 

但し、在外公館や渡航目的により異なる場合がある） 

発給の翌日から起算して 3 か月以内に日本へ入国 

（在留資格認定証明書が交付された場合、有効期間は発行日 

から 3 か月のため、同証明書の有効期間内に入国すること） 

日本大使館／総領事館等において審査 

「教授」「文化活動」「家族滞在」 

の場合 
「短期滞在」の場合 

申請人（研究者）が居住地最寄りの 

日本大使館／総領事館等でビザ申請を行う 

必要書類を申請人（研究者）へ送付 

在留資格の決定 

採用・受入の決定 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

◆（例） 在留資格が「教授」および「家族滞在」の場合 

1. 受入研究室秘書が仙台入国管理局で在留資格認定証明交付申請手続きを行います。必要に応じて、用

度係からタクシーチケットを入手の上、入国管理局窓口において申請を行ってください。 

【必要書類】 

①在留資格認定証明書交付申請書（在留資格「教授」用）１通 

 ※所属機関印については、総務係･人事担当（内線 5922/6232）にご相談ください。 

②返信用封筒（380 円分の切手（簡易書留用）を貼付）…切手は各研究室で用意してください。 

③写真（縦 4cm×横 3cm）1 葉 

④パスポートの写し（パスポート番号が記載されている頁） 

⑤身分証明書…代理人（窓口で申請を行う方）の身分を証するものとして本学の身分証明書 

（以下、家族同伴のため「家族滞在」の在留資格を申請する場合） 

⑥在留資格認定証明書交付申請書（在留資格「家族滞在」用）各１通 

⑦来日する家族全員の写真（縦４cm×横３cm）各 1 葉 

⑧来日する家族全員のパスポートの写し（パスポート番号が記載された頁） 

⑨配偶者：結婚証明書、子供：出生証明書（原本）…外国語の場合は和訳を添付してください。 

2. 申請日から約 1～2 ヵ月で在留資格認定証明書が郵送されます。受領後は、EMS 等を利用して速やか

に研究者へ送付してください。 

3. 研究者は在留資格認定証明書を受領した後、居住地最寄りの日本大使館等で査証（ビザ）を申請しま

す。国や地域によりますが、通常は１週間程度でビザが発給されます。 

 

3. 宿舎 

AIMR では、常勤教職員には職員宿舎を、外国人研究員にはユニバーシティ・ハウス片平を、非常勤

外国人研究者には国際交流会館を紹介しています。本人の希望を確認した上で、受入研究室秘書がそれ

ぞれの希望に応じて手配を行ってください。 

 

① 職員宿舎 

職員宿舎の入居資格は常勤教職員のみ（准職員、短期雇用職員や外国人研究員等を除く）となります。

採用が決まったら職員宿舎への入居希望を確認してください。その際、研究者には家具が設置されてい

ないことを伝えて同意を得てください。必要書類は用度係（内線 5924/6330）に提出してください。当

該宿舎に関する情報や必要書類は、財務部資産管理課ホームページから入手することができます。 

【財務部資産管理課資産管理第二係ホームページ】 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 
 

◆手続き方法 

1. 「宿舎入居希望調書」を用度係に提出し、空き状況の確認を依頼してください。なお、研究者が遠方

にいる場合、押印は不要です。来日後に押印した書類を提出してください。 

2. 入居が決まったら「宿舎貸与申請書」を用度係へ提出してください。 

3. 入居後は「宿舎入居届」を用度係へ提出してください。 
 

職員宿舎に入居するにあたり、入居者各自による公共サービスの利用申込み等が必要となります。外

国人研究者の場合は、受入研究室秘書において手続きを行ってください。 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

＜入居前＞ 

電気・ガス・水道（川内宿舎のみ）は入居１週間前を目途に利用申込みを行ってください。 

・東北電力：０１２０－１７５－２６６ 

・仙台市ガス局：０８００－８００－８９７８ 

※ガスの開栓には立会いが必要です。開栓日時はあらかじめ予約してください。 

・仙台市水道局：０２２－７４８－１１１１ 

※水道は三条宿舎（一）（共同除く）、三条宿舎（三）、長町宿舎、富沢宿舎は、各宿舎ごとの当番の

方に申し出てください。それ以外の宿舎は、必ず入居後に電話で申込みを行ってください。 

・電話：１１６（NTT）に連絡の上、各自において新設の予約を行ってください。 

・インターネット：各自においてプロバイダーと契約してください。 
 

＜入居後＞ 

宿舎入居後は、公共サービスの支払い手続き（水道料は川内宿舎のみ）が必要となります。入居した部

屋に口座振替の申込書が各種備え付けられていますので、必要に応じて手続きを行ってください。なお、

口座振替手続きには 1～2 ヵ月かかり、口座から引き落としできない間は振込用紙等により支払いを行

ってください。 

 

② ユニバーシティ・ハウス片平 

ユニバーシティ・ハウス片平は外国人研究員や外国人留学生を対象とした宿泊施設です。入居を

希望する場合は、国際学術・研究協力係（内線 5971/6237）から様式を入手の上、入居希望日の 6 ヶ月

前から 1 ヶ月前までに同係へ入居申請書を提出してください。来日予定者に係る申請書類は受入研究

室秘書が代理で作成してください。 

各部屋には家具やユニットバス（シャワー・浴槽・トイレ）や電化製品が備え付けられています。

電気・ガス・水道料は実費負担ですが、申込み手続きは管理者が行うため不要です。居室使用料と

ともに料金の請求があります。寝具は原則レンタルとなり、別途費用がかかります。 

入居の可否は、国際学術・研究協力係を通じておおよそ 2 週間前までに通知されます。当該施設に関

する詳細は、国際学術・研究協力係にお問合せください。 

 

③ 国際交流会館（三条第一会館） 

国際交流会館は外国人研究者（常勤教職員を除く）や外国人留学生を対象とした宿泊施設です。入居

を希望する場合は、国際学術・研究協力係（内線 5971/6237）に空き状況の確認を依頼してください。

その際、次の情報を提供してください。【1. 氏名 2. 性別 3. 国籍 4. 入居期間（研究者の場合は 14

日以上 1 年以内） 5. 部屋タイプ（単身、夫婦、家族）】空室がある場合は、申請書様式を配布します。 

現在、国際交流会館は３箇所にあり、そのうち研究者用の施設は「三条第一会館」のみとなります。

各部屋に家具が備え付けられていますが、単身室はシャワー・トイレ・掃除機などが共有です。電気・

ガス・水道料は実費負担ですが、申込み手続きは管理者が行うため不要です。居室使用料とともに料金

の請求があります。寝具はありませんので、レンタル等を手配してください。 

必要書類は国際学術・研究協力係に提出してください。当該施設に関する情報は、下記ホームペ

ージで確認してください。 

【国際交流センターホームページ：TOP＞国際交流会館／ユニバーシティ・ハウス】 

三条第一会館研究者用：http://www.insc.tohoku.ac.jp/cms/cms/files/Sanjo1res.pdf 

http://www.insc.tohoku.ac.jp/cms/cms/files/Sanjo1res.pdf
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

④ 片平会館 

片平会館は本学職員の研修や福利厚生のための施設ですが、必要に応じて本学への訪問者の宿泊も受

け入れています。原則として最長 5 泊 6 日まで宿泊することができます。（5 泊 6 日以上の宿泊を希望す

る場合は個別にお問い合わせください。）入居を希望する場合は、財務部資産管理課資産管理第三係（内

線 4905）に空き状況を確認し、予約申込みを行ってください。予約は宿泊日の 1 ヶ月前から受け付け

ています。申込み方法は以下のとおりです。 
 

◆手続き方法 

1. 財務部資産管理係資産管理第三係（内線 4905）に空き状況を確認し、予約申込みを行ってください。 

2. 予約完了後、使用許可申請書を資産管理第三係へ提出してください。 

※申請書様式は用度係または資産管理第三係から取り寄せてください。 

3. 資産管理第三係から、使用許可書が交付されます。 

4. 使用許可書の交付後、資産管理第三係で利用料を納付してください。 

 ※納付期限は利用日当日の午後 4 時までとなっており、前納制です。 

 ※利用料は、学内者（教職員・採用予定者を含む）が 1,200 円/夜、学外者が 2,400 円/夜です。 

5. 利用日当日は使用許可書を片平会館フロントへ持参し、鍵を受け取ってください。受取時間は午後 4

時から 6 時までです。 

※手続きは代理の方が行うこともできますが、鍵は責任を持って宿泊者本人へ渡してください。 

 

⑤ その他 

 片平キャンパス周辺には民間のホテルがいくつかあります。大学の宿舎に比べると高額ですが、短期

滞在者にとっては利便性が高く有用です。長期滞在者用としては、外国人を対象とした賃料や礼金や手

数料などが低額に設定された民間アパートもあります。詳しくは【国際交流センター：Top＞外国人用

アパート情報（http://www.insc.tohoku.ac.jp/cms/?pg=100113145442）】をご覧ください。民間の宿泊施設の

予約やアパート契約については、受入研究室秘書において適宜手配を行ってください。 

・ホテルメトロポリタン仙台：http://www.s-metro.stbl.co.jp/   

・仙台国際ホテル： http://www.tobu-skh.co.jp/index.html 

・ホテルベルエア仙台：http://www.bel-air.co.jp/ 

・ホテル菫会館： http://www10.ocn.ne.jp/~sumireh/ 

 

4. 住居地の届出 

平成 24 年 7 月 9 日から、外国人も住民基本台帳法の適用対象となり、日本人と同様に住民票が作成

され、住民票の写し等が交付できるようになりました。（外国人登録法は廃止され、外国人登録原票記

載事項証明書はなくなりました。）これにより、新規に入国した外国人のうち、中長期在留者（在留カ

ード交付対象者）は住居地の届出が必要となりました。 

該当者は、住居地を定めてから 14 日以内に、住居地の市区町村の窓口で住居地の届出を行ってくだ

さい。在留資格許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に住居地の届出が必要

です。また、引っ越しをした場合にも、日本人と同様に、転出地の市区町村では転出届、転入先の市区

町村で転入届を提出することになります。詳しくは、【法務省入国管理局：ホーム＞新しい在留管理制

度がスタート！（http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html）】で確認してください。 

http://www.insc.tohoku.ac.jp/cms/?pg=100113145442
http://www.s-metro.stbl.co.jp/
http://www.tobu-skh.co.jp/index.html
http://www.bel-air.co.jp/
http://www10.ocn.ne.jp/~sumireh/
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
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Ⅱ. 外国人研究者の採用／受入 

 

◆在留カードについて 

 在留カード交付対象者とは、「短期滞在」「外交」「公用」以外の在留資格を有し、「3 か月」を超えて

在留する人、等が該当します。出入国港で、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされ

た方も含みます。 

 平成 26 年 3 月現在、入国時に在留カードが交付されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港及び関西

空港に上陸した場合に限定されます。 

 その他の出入国港においては、旅券に「在留カードを後日交付する」旨の記載がなされます。この場

合、住居地の届出から約 1 週間後に、当該住居地宛てに在留カードが郵送されます。 

 

◆届出に必要なもの 

 在留カード（または在留カードを後日交付する旨が記載された旅券）  

 旅券（パスポート）  

 住居地の住所がわかるもの 

※ 出入国港で在留カードが交付されていない方で、銀行口座の早期開設等が必要な方は、住居地を届

け出る際、同時に住民票の写しまたは住民票記載事項証明書（300 円／通）を入手しておくことを

お勧めします。 

※ 手続きは研究者自身が行うことになりますが、必要に応じて研究室秘書がサポートしてください。 

 

5. 銀行口座の開設 

外国人が銀行口座を開設する際、ほとんどの銀行で「身分証明書（写真付）」と「現住所が分かる書

類」の提示が求められます。外国人の場合には、「旅券（パスポート）」と「在留カード」等を持参する

必要があります。また、今後も日本に住む予定があれば、あらかじめ個人の印鑑を作成の上、持参する

のが望ましいでしょう。 

 銀行口座を開設するには、いくつかの制限があります。通常、在留資格が「短期滞在」の場合、日本

での滞在期間が 3 か月を超えず、在留カードが交付されないため開設できません。また、銀行によって

は、日本での滞在期間が 6 か月以上経過していないと口座開設できないことがあります。ただし、七十

七銀行やゆうちょ銀行はそのような制限を設けていないようですし、6 か月未満は「非居住者」として

制限付の口座を開設できる銀行もあるようです。口座を開くことができるのは、住所地、通勤地、通学

地の支店に限られている場合もあります。それぞれ取扱いが異なる場合がありますので、詳細は各行に

お問い合わせください。手続きは研究者自身が行うことになりますが、必要に応じて研究室秘書がサポ

ートしてください。 
 

◆必要書類 

 旅券（パスポート） 

 在留カード（在留カードが交付されていない場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提 

示してください。外国人登録証明書も一定期間は在留カードとみなされます。銀行によっては、健康

保険証で手続きが可能な場合もあります。） 

 印鑑（外国人の場合は署名で手続きができる銀行もあります。銀行によって取扱いは異なります。） 
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Ⅲ. 外国人研究者の退職／帰国 

 

1. 常勤研究者の場合 

常勤研究者の退職にあたっては、下記のような書類等の提出が必要となります。手続きにあたっては、

研究室秘書が適宜サポートを行ってください。通常、任期制により雇用されている研究者で、任期満了

と同時に退職する場合は「辞職願」の提出は不要です。任期途中に退職する場合は、総務係・人事担当

（内線 5922/6232）の指示に従って手続きを行ってください。 

 

◆退職時の提出書類および提出物                 注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類／提出物名 注意事項 提出先 

△ 辞職願 書式自由（任期中の退職のみ）※本人の直筆および押印が必要。 
総務係 

△ 身分証明書 ※発行者のみ 

△ 共済組合員証 ※加入者のみ。扶養家族がいる場合は人数分の組合員証をすべて返納。 経理係 

△ 宿舎明渡届 所定様式（職員宿舎の居住者のみ）※明け渡し日の前月末まで提出。 

用度係 △ 宿舎原状回復等点検カード 
所定様式（職員宿舎の居住者のみ）※退去にあたっては、あらかじめ原状

回復点検を受けること。点検日は用度係を通じて予約を行う。 

△ 鍵およびカードキー ※借用者のみ 

※ 常勤研究者の給与支給日は当月 21 日となります。退職月の最終の給与支給日まで、振込先口座は解約等

しないようご注意ください。 

※ 公共料金（電気・ガス・水道）及び電話等の解約手続きは各自で行い、料金の精算は必ず済ませておくよ

うにしてください。職員宿舎の場合は共益費の清算も忘れずに行ってください。 

※ 上記は基本的な提出書類です。さらに追加書類を求められる場合がありますので、詳細は各担当へお問い

合わせください。 
 

◆年金受給資格および脱退一時金請求について 

いずれかの年金制度でも、年金の受給資格を得るためには通算で 25 年間の保険料を支払う必要があり

ます。しかし、外国人で保険料を 6 か月以上払い続けたものの、25 年に達する前に退職して帰国し、日

本国内に住所を持たなくなった場合は、出国後 2 年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。

請求書類は当該教員において作成する必要がありますが、退職後に提出することになりますので研究室

秘書において適宜サポートを行ってください。詳しくは総務係・人事担当（内線 5922/6232）にお問合

せください。 

【必要書類】 

①脱退一時金請求書・・・所定様式 

②パスポートの写し（①氏名・パスポート番号・写真の頁。②出国日が記載された頁） 

③振込先銀行口座情報（通帳の写しなど） 

 

2. GI
3シニア／ジュニア外国人研究者の場合 

GI
3 シニア／ジュニア外国人研究員の帰国にあたっては、下記のような書類等の提出が必要となりま

す。手続きにあたっては、研究室秘書が適宜サポートを行ってください。 

 

◆帰国時の提出書類および提出物                 注：○は全員提出、△は該当者のみ 

 書類／提出物名 注意事項 提出先 

△ 身分証明書 ※発行者のみ 総務係 

△ 共済組合員証 ※加入者のみ 経理係 

△ 鍵およびカードキー ※借用者のみ 用度係 

△ ユニバーシティ･ハウス片平／国際交流会館の退去届 ※居住者のみ 各施設の事務室又は管理室 

※ 上記は基本的な提出書類です。さらに追加書類を求められる場合がありますので、詳細は各担当へお問い

合わせください。
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Ⅳ. 旅費業務 

 

1. 旅費業務の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅 

行 

開 

始 

前 

旅 

行 

中 

旅 

行 

完 

了 

後 

   

【旅行者】 【研究室秘書】 【旅費業務担当者】 【事務室】 
（総務係･経理係） 

旅行計画書の提出期限 

【精算払の場合】 

 国内出張は出発日の 2 日前

まで旅費業務担当者へ提出 

 外国出張は出発日の14日前

まで旅費業務担当者へ提出 

【概算払の場合】 

 出発日の 2 ヶ月以上前まで

旅費業務担当者へ提出 

※特例により現金払を希望

する場合は支払希望日の

1 ヶ月以上前まで提出 

旅行証明書類の保管 

（航空券半券、領収 

証書等の保管） 

申請 

提出 提出 

回付 

旅行報告書の提出期限 

 原則、旅行の完了した日の翌

日から起算して 14 日以内に

旅費業務担当者へ提出 

 日程変更等があれば変更届

を提出 

提出 提出 提出 

回付 

回付 

回付 

申請（必要に応じる） 

旅行計画書の回付 

旅行計画書の確認 

（記載内容や添付 

  書類の確認を行う） 

[精算払の場合] 

旅行計画書の保管 

送金先の確認 

（「P.24 支払金振込口座の

登録について」を参照） 

[概算払の場合] 

 旅費計算書に基づき、
支払処理を行う 

[概算払の場合] 

旅費の入金 

旅行の申請 
（日程･業務先･ 
業務内容･財源等 

の届け出） 

送金先の登録 
（相手先マスタの確認

及び登録を行う） 

[概算払の場合] 

 旅費文書共有システム
へ登録し、旅費計算書

の作成を依頼 

 手続き完了後、旅行計
画書を保管 

旅行計画書の作成 

（書類作成及び添付 

  書類を整える） 

旅行計画書の決裁 

（出勤簿への記録、 

 財源等の確認を行う） 

[精算払の場合] 

 旅費計算書に基づき、

支払処理を行う 

[概算払の場合] 

 追給/返納がある場合、
旅費計算書に基づき、

支払/戻入処理を行う 

旅行報告書等の確認 

（証明書類や旅行計画書

と突合し実態確認を行う） 

[概算払の場合] 

 変更による追給/返納

の有無を確認 

 追給/返納がない場合、
旅費文書共有システム

へ登録し、精算処理を
行う 

 追給/返納がある場合、

旅費文書共有システム
へ登録し、旅費計算書
の再作成を依頼 

 完了後、旅行計画書･
旅行報告書等を保管 

旅行報告書の作成 

（旅行証明書類の提出） 

旅行報告書等の決裁 

（証明書類や旅行計画書

と突合し実態確認を行う） 

[精算払の場合] 

旅費の入金 

[概算払の場合] 

追給/返納がある場合、 

過不足金の精算 

旅行報告書等の回付 

[精算払の場合] 

 変更の有無を確認後、

旅費文書共有システム
へ登録し、旅費計算書
の作成を依頼 

 完了後、旅行計画書･
旅行報告書等を保管 

旅行報告書等の確認 

（証明書類や添付書類

を整える） 
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Ⅳ. 旅費業務 

 

2. 旅費規程等 

本学の旅費制度に関する詳細は、下記の財務部旅費計算室のホームページに掲載されている「旅費規

程」「旅費細則」「旅費業務マニュアル」等で確認することができます。ただし、内容が多岐にわたるた

め、本マニュアルでは特に重要と思われる項目を抜粋して掲載します。外部資金による出張で、使用ル

ールが別に定められている場合は、外部資金のルールに従ってください。 

【財務部旅費計算室ホームページ：ホーム＞規程・マニュアル】 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/kitei.html 
 

 旅費業務に関する詳細は上記よりご確認いただくか、各棟の旅費業務担当者にお問い合わせください。 

 本館：安全衛生管理室（内線 5922） 

 ラボ棟：ラボ棟分室（内線 5963） 

 アネックス棟：アネックス棟分室（内線 5978）   （平成 26 年 3 月現在、担当） 

 

3. 旅費の種類 

旅費は主に以下の項目から構成されています。 
 

交通費 

・鉄道賃、船賃、航空賃、車賃など 

・実費支給（合理的・経済的な通常の経路及び方法によるもの） 

＊下記書類を提出すること 

日当 

・昼食代及びこれに伴う諸雑費、並びに目的地である地域内を巡回する場合の交通

費等を賄うために支給される旅費 

（大学の規程による定額支給） 

宿泊料 

・宿泊料金、朝食代、夕食代、並びに宿泊に伴う諸雑費にあてるために支給される

旅費 

（大学の規定による定額支給のため、ホテルの領収書等の提出は不要） 

食卓料 

・船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を

要しないが食費を要する場合に限り支給。具体的には、朝食代、夕食代、及びこ

れに伴う雑費にあてるため支給される旅費。 

 

◆交通費に係る提出書類 

航空機 
領収書・旅程表・見積書/請求書・使用済航空券半券または搭乗券（ボ

ーディングパス） 

鉄道・バス等（国内） 
なし（但し、一般的な運賃が確認できない場合は、切符・領収書など

の乗車日・乗車区間・運賃が分かるものを提出すること） 

鉄道・バス等（海外） 切符・領収書（乗車日・乗車区間・運賃が分かるもの） 

タクシー・レンタカー等 
申立書・領収書・利用明細書など（乗車日・乗車区間・運賃が分かる

もの） 

※国内で利用した 1 件の交通費が 1,100 円を超過しない場合、日当の範囲内とみなされ支給対象外と

なります。 

※外国で利用した 1 件の交通費が 2,100 円を超過しない場合、日当の範囲内とみなされ支給対象外と

なります。

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/kitei.html
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Ⅳ. 旅費業務 

 

 次に、本学の規程に準じた日当、宿泊料および食卓料を以下に示します。 

◆内国旅行における日当、宿泊料および食卓料 

区分 

役員 

副学長 

特定部局長 

教授 

准教授 

部長相当 

その他の職員 

学振特別研究員 

学生 

(TA・RA 等含む) 

日当 

（1 日につき） 
3,000 2,600 2,200 1,700 

宿泊料 

（1 夜につき） 
14,000 12,400 10,300 8,200 

食卓料 

（1 夜につき） 
3,000 2,600 2,200 1,700 

 

◆外国旅行における日当、宿泊料および食卓料 

区分 

役員 

副学長 

特定部局長 

教授 

准教授 

部長相当 

その他の職員 

学振特別研究員 

学生 

(TA・RA 等含む) 

日当 

（1 日につき） 

指定都市 8,300 7,200 6,200 5,300 

甲地方 7,000 6,200 5,200 4,400 

乙地方 5,600 5,000 4,200 3,600 

宿泊料 

（1 夜につき） 

指定都市 25,700 22,500 19,300 16,100 

甲地方 21,500 18,800 16,100 13,400 

乙地方 17,200 15,100 12,900 10,800 

食卓料（1 夜につき） 7,700 6,700 5,800 4,800 

※「指定都市」・「甲地方」・「乙地方」の各地域区分については、下記ホームページで確認してください。 
 

【財務部旅費計算室ホームページ：ホーム＞支給額算出について―外国旅行地域区分（指定都市･甲･乙

地方）（PDF）（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/sansyutsuimg/sekaichizu.pdf）】 

 

4. 旅行計画書および旅行報告書の作成 

旅行内容が決まったら、具体に旅行計画書を作成することとなります。原則、旅行者本人が作成する

書類ですが、必要に応じて研究室秘書がサポートの上、作成してください。旅行計画書は、旅行開始前

に各棟の旅費業務担当者に提出してください。通常、先方負担の出張でも旅行計画書および旅行報告書

の提出は必要です。但し、先方から出張依頼書が発行されている場合には、提出を省略することもあり

ます。詳しくは各棟の旅費業務担当者【本館：安全衛生管理室（内線 5922）、ラボ棟：ラボ棟分室（内

線 5963）、アネックス棟：アネックス棟分室（内線 5978）】へお問い合わせください。 

旅行計画書は、国内出張の場合は出発日の 2 日前まで、外国出張の場合は出発日の 14 日前まで、を

提出期限とします。やむを得ない事情により、概算払を希望する場合は、出発日の 2 ヶ月以上前まで提

出してください（特に外国送金の場合は手続きに長時間を要します）。また、旅行報告書は原則、旅行

の完了した日の翌日から起算して 14 日以内に各棟の旅費業務担当者に提出してください。各様式は

AIMR ホームページからダウンロードできます。他部局の様式と多少異なりますので、AIMR ホームペ

ージより入手してください。 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/sansyutsuimg/sekaichizu.pdf
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Ⅳ. 旅費業務 

 

なお、下記ホームページには「旅行計画書等記入例および旅行証明書類添付例」も掲載されています。

書類の記入方法だけでなく、どのような書類が必要になるのかを確認することができますのでご活用く

ださい。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞各種事務手続き＞出張

手続きと旅費精算（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html）】 

 

国内の主要市町村及び一般的な業務先への旅行経路については、経路特定表を原則として旅行するこ

ととなります。経路特定表は下記ホームページより入手してください。 

【財務部旅費計算室ホームページ：ホーム＞支給額算出について―経路特定表（平成 22 年 4 月）(PDF)】

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/sansyutsuimg/keirotokutei1304.pdf 

 

以下の場合には、旅行計画書の経路欄「経路特定表以外」にチェックし、経路特定表に記載された経

路を参考としつつ、旅行日程欄に経路等を記載することとなります。 

 該当する市町村、目的地又は業務先がない 

 複数の市町村、目的地又は業務先に旅行する 

 航空機で本表以外の乗継便等を利用する 

 外国出張、など 

 

5. 旅費の調整 

旅費に係る費用が本学以外から支給される場合、又は食事等が含まれる学会参加費を別途立替払申請

により請求する場合等には、その分の金額が二重に支給されることになるため、「旅費の減額」を行う

必要があります。以下のような事例に該当する場合は、その旨を「旅行計画書」の備考欄等に記入して

ください。併せて、学会参加費に食事等が含まれる場合は「学会に参加する場合のチェックリスト」も

ご活用ください。なお、学会参加費等の請求を行う場合は、立替払請求書等の書類一式も旅行報告書と

共に旅費業務担当者へ提出してください。その際、学会参加費に関する資料等は、旅費書類だけでなく

立替払請求書にも別途添付してください。詳しくは「P.28 立替払請求」をご覧ください。 

（例） ・業務先から交通費が支給される 

 ・業務先から昼食／夕食が提供される 

 ・学会参加費に昼食／夕食が含まれている 

 ・業務先近辺の実家、知人宅に宿泊する 

 ・パック旅行（宿泊、朝食付き）を利用する 

 ・マイレージを特典航空券に交換して、出張する 

 ・公用宿舎等に宿泊するため低廉な宿泊費で賄える 

 ・午後出発あるいは午前帰任により、昼食が不要となる 
 

旅費の調整に係る旅行計画書等への記入例は、財務部旅費計算室のホームページでご確認ください。 

【財務部旅費計算室ホームページ：ホーム＞出張手続き―旅費の調整】 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/tetsuzuki.html

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/sansyutsuimg/keirotokutei1304.pdf
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/sansyutsuimg/keirotokutei1304.pdf
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shikin/ryohi_hp/tetsuzuki.html
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6. 旅費の支給 

 旅費の支給方法は原則として精算払としますが、参考までにその他の方法についても以下に示します。 

 

◆精算払 

旅行者が旅費を一時立て替えて支払い、旅行終了後に立て替えた実費等を支給する方法です。また概

算払を受けた旅行者が、旅行終了後の精算の結果、不足額があれば追給を受け、過払金があれば返納を

することです。旅行報告書や旅行証明書類を提出してから約 1 ヶ月以内に銀行口座に振り込まれます。 

 

◆概算払 

旅行に要するであろう旅費の概算額を、出発前に旅行者に支給する方法です。概算払が認められるの

は原則として、①外国旅行の場合、②長期出張（1 週間以上）の場合、③学生及び学外者の短期内国旅

行の場合等とします。但し、年度末においては、緩和措置により全ての旅行に対して概算払いを適用で

きる場合があります。詳しくは、旅費担当者からの通知に従ってください。なお、旅行者の経済的負担

を軽減するため、外国旅行については見積書等により航空賃等の交通費を概算払し、日当および宿泊料

の支給は精算時に行うことも可能です。 

 

◆事前計算 

「概算払」とは別に、予算残高把握等のため早期に旅費計算書を作成する必要がある旅行については、

「事前計算」を依頼することができます。旅行完了前にあらかじめ旅費を把握することが可能な上、迅

速な支払いが見込まれます。旅費計算書の作成依頼は通年可能です。 

 

◆現金払 

本学では「支払は原則として金融機関への振込により行うものとする」と規定されていることから、

旅費の現金払はあくまでも例外的な取扱いとなります。旅行者が銀行口座を保有していない等、特別な

事情により現金支給を要する場合は、あらかじめ経理係へご相談ください。必要理由や支給日程等に基

づき、可否を判断します。判断により現金払が認められた場合は、理由書を添付の上、支払希望日の 1

ヶ月以上前まで旅行計画書等とともに提出してください。なお、前述のとおり現金払には特別な取扱い

を要するため、手続き途中での変更は容易ではありません。したがって、支給日や支給金額に変更があ

り得る場合は、極力、現金払は行わないようにしてください。 
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Ⅴ. 総務係 所管業務 

 

1. 教員の勤怠管理 

AIMR の教員には裁量労働制が適用されます。基本の勤務時間は、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分

まで（休憩時間は午後 0 時から午後 1 時まで）となりますが、始業および終業時刻、ならびに休憩時間

は弾力的に運用するものとし、教員の裁量で決めることができます。 

休日は土曜、日曜、祝日、及び年末年始（12 月 29 日から 1 月 3 日）です。この他に、年次有給休暇、

特別休暇（結婚・出産（配偶者を含む）・子の介護・忌引等の特別な事由の場合）、病気休暇、職専免（人

間ドック受診等の場合）があります。休暇取得に際しては、所定の様式により事前に申し出る必要があ

ります。詳しくは、総務係・人事担当（内線 5922/6232）へお問い合わせください。 

なお、業務上の必要に応じて休日労働を行う場合、休日を他の日に振り替えることとなり、所定の手

続きが必要になります。但し、出張をはじめとする通常の勤務場所を離れて業務に従事した場合におい

て、労働時間を算定し難い時は、所定の労働時間業務に従事したものとみなすこともあります。詳しく

は、総務係・人事担当（内線 5922/6232）へお問い合わせください。 

 

2. 兼業・研修     

 教職員等が一時的に勤務地以外で何らかの業務を行う場合、「出張」「兼業」「研修」のいずれかに該

当すると考えられます。どの手続きを行うか判断するには、まず業務が本学の業務なのか、それとも本

学以外の業務なのか、さらに旅行目的を確認する必要があります。 

 

① 兼業 

兼業とは、本学以外の事業、もしくは事務に従事することをいい、具体的には、他機関の委員に就任

したり、他大学や高等学校等の非常勤講師、もしくは民間企業等の講演会講師等として、専門的な知識

を提供したりする場合が該当します。その際、事前に兼業手続きを経て許可を得た上で、業務に従事す

る必要があります。当該教員あるいは研究室秘書において、兼業先より兼業依頼状を取り寄せ、電子メ

ールで兼業許可希望日の 2 か月前まで総務係（内線 5922/6232）へ提出してください。

名 称 内 容 備 考 

出 張 

職員等が本学の業務のため一時その勤務地（常時勤務している勤

務地の所在地をいう。）を離れて旅行し、又は職員等以外の者が

本学の依頼を受けた業務のため一時その勤務地又は住所若しく

は居所を離れて旅行することをいいます。 

（手続きに関する詳細は「P.15～19 旅費業務」をご覧ください。） 

本学の業務に関係する学会

への参加、研究打合わせ、情

報収集など 

兼 業 

報酬の有無にかかわらず、職員が本学以外の事業、もしくは事務

に従事することを兼業といいます。本学とは無関係の業務ですの

で、原則として兼業への従事は所定労働時間外とします。勤務時

間内に行う場合は、年休の取得や給与の減額が必要になります。 

本学以外の事業等に関係す

る非常勤講師、非常勤医師、

講演、審査会委員、共同研究、

TV 出演など 

研 修 

職員は、業務に関し必要な知識及び技能を向上させるため、自己

啓発を目的とした研修を行うことができます。業務に支障のない

かぎり、あるいは特に必要があるときは、本学の承認を受けて、

勤務場所を離れて研修を受けることができます。 

本学の業務の必要に応じた

資料収集や情報収集など 
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兼業依頼状の主な記入例は、下記ホームページで確認することができます。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞ 

兼業（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/sidejob.html）】 

 

なお、教員については裁量労働制が導入されているため、兼業に従事するのは原則として所定労働時

間外となります。勤務時間内に兼業に従事する場合は、兼業に従事する時間数に応じて年休を取得する、

あるいは給与を減額する必要があります。 

委員の委嘱に対しての許可期間は原則 2 年以内になります。（法令等に任期の定めのある職に就く場

合、5 年を限度として許可することができます。） 

また、報酬額が所定の金額を超える場合は、本学兼業審査会による審査を受ける必要があります。役

員兼業を希望される場合は、役員兼業依頼状を作成してください。必要書類については下記ホームペー

ジで確認してください。 

【総務部人事課ホームページ：TOP＞職員への兼業依頼について＞国立大学法人東北大学職員への兼

業依頼について（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/yakuinbesshi.pdf）】 

 

その他詳細については、下記ホームページをご覧ください。また、兼業依頼状も同ホームページから

ダウンロード可能です。 

【総務部人事課ホームページ：TOP＞職員への兼業依頼について＞国立大学法人東北大学職員への兼

業依頼について（http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm）】 

 

②研修 

 研修とは、本学の業務において特に必要があるとき、あるいは業務に支障のないかぎり、業務上で必

要な知識及び技能を向上させるため、勤務場所を離れて業務を行うことをいいます。具体的には、私費

による資料収集や情報収集のための旅行などが考えられます。 

教員研修簿を作成の上、事前に総務係・人事担当（内線 5922/6232）へ提出してください。研究室秘

書においては、教員が作成すべき教員研修簿の作成について、適宜サポートすることがあります。様式

は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【総務部人事課ホームページ：TOP＞各種様式ダウンロード＞出勤簿等】 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/ ※トップページからアクセスしてください。 

 

3. 在職・勤務証明書の交付願 

在職証明書または勤務証明書の発行を希望する場合は、発行希望日の１週間前までに申請書に記入の

上、総務係・人事担当（内線 5922/6232）へ提出してください。また、証明書の様式が指定されている

場合、職員自身で記入できる箇所を記載の上、併せて提出してください。 

研究室秘書においては、教員が作成すべき申請書等の作成について、適宜サポートすることがありま

す。様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞在

職・勤務証明書交付願（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html）】

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/sidejob.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/yakuinbesshi.pdf
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html
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4. 会議室等の予約 

AIMR 本館には、1 階会議室、2 階セミナー室、5 階交流スペースがあり、AIMR 教職員の利用が可能

です。（但し、1 階会議室は事務部門による使用を優先する場合がありますのでご了承ください。なお、

同会議室は事務職員のみ予約が可能です。教員による予約はできません。） 

予約は、東北大学ポータルサイト（https://www.srp.tohoku.ac.jp/）から各自行ってください。予約方法

については、下記ホームページをご覧ください。ポータルサイトから予約ができない場合は、総務係（内

線 5922/6232）へお問い合わせください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞セ

ミナールーム利用申請（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html）】 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.srp.tohoku.ac.jp/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html
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1. 経費執行ハンドブック 

 経費執行ハンドブックは、研究費の経費執行にあたって、守らなければならない基本的なルールと必

要な手続きについて、可能な限り分かりやすくまとめたものです。経費執行のルールと手続きに対する

理解不足や認識の甘さから発生する不正使用や不適切な使用を根絶するという観点から作成されまし

た。教員のみならず、研究室秘書においても本ハンドブックを参照の上、適正な経費執行を行うととも

に、不正を起こさない環境作りのためにご活用願います。詳細は、以下 URL をご覧ください。 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kenkyo/fb/gakunai/handbook/index.htm 

 

2. 予算照会システム 

 予算照会システムとは、各研究費における配分予算の執行状況を確認するためのシステムです。教員

による適切な予算管理を支援することを目的として導入されました。Web ブラウザを用いて予算の配分

額・執行額・残額等を確認することができます。 

利用対象者は予算配分を受けている教職員とし、東北大 ID を有する者に閲覧権限が与えられます。

但し、予算管理補助のため当該教員以外にも閲覧の必要性が生じた、あるいはシステム表示が日本語で

あるため外国人研究者が理解できない、等の理由があれば、申請により研究室秘書等も参照することが

できます。詳しくは経理係（内線 5923/5969）へお問い合わせください。 

なお、システムへのデータ反映には多少の時間がかかります。各研究室においては、執行見込み額な

ども考慮の上、各自で最新の残高を把握するようにしてください。予算照会システムは、東北大学ポー

タルサイト（https://www.srp.tohoku.ac.jp/）からアクセスしてください。 

 

3. 健康保険・年金 

日本に住むすべての方は、病気やけがをしたときのために、健康保険制度に加入しなければなりませ

ん。また、日本に住む 20 歳から 59 歳の方は日本の年金制度に加入する義務があります。本学で勤務す

る方は、1）文部科学省共済組合、2）協会けんぽ（全国研協保険協会）・厚生年金保険、3）家族等が加

入している健康保険・年金制度（扶養家族として）、のいずれかに加入することになります。1）と 2）

は、経理係・共済担当（内線 5923/5969）において、加入手続きを行うことができます。3）は、各自で

手続きを行ってください。また、労働条件によっては、4）国民健康保険・国民年金に加入する可能性

もありますが、その場合は各自が居住地のある市区町村の窓口で手続きを行います。 

常勤研究者や GI
3シニア外国人研究員として採用する際、1）の加入手続きが必要です。非常勤研究

者として採用・受入れる際、2）の加入手続きが必要です。外国人研究者等の加入手続きにおいては、

研究室秘書が適宜サポートしてください。なお、常勤または非常勤研究員のうち、日本以外にも勤務地

がある方は、加入を免除される場合があります。詳しくは下記をご覧ください。 

 

◆社会保障協定による健康保険・年金制度の加入免除について 

 日本以外でも働いている方で、働いている国の社会保障制度に加入している方が、日本の社会保障制

度にも加入した場合、保険料を二重に負担しなければならない場合があります。また、日本や海外の年

金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、保険料の

掛け捨てになってしまうことがあります。    

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kenkyo/fb/gakunai/handbook/index.htm
https://www.srp.tohoku.ac.jp/
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社会保障協定は、以下を目的として締結しています。 

・「保険料の二重負担」を防止するために、加入するべき制度を二国間で調整する（二重加入の防止） 

・ 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入

していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする（年金加入期間の通算） 
 

2013 年 8 月現在、日本は 17 ヶ国と社会保障協定を署名済で、うち 14 ヶ国分は発効しています。ただ

し、協定を締結する相手国の制度内容に応じて、その取扱いが異なる箇所がありますのでご注意くださ

い。 

なお手続きには、日本以外でも社会保障制度に加入していることを証明する書類が必要になります。

通常、このような書類の取り寄せには長期間（2～3 か月程度）を要しますので、該当する場合は早めに

手続きを開始してください。詳しくは経理係・共済担当（内線 5923/5969）にお問合せください。 

 

◆健康保険の給付金 

 健康保険加入者は下記のような場合、一定の給付金が支給されます。請求書類は当該教員において作

成する必要がありますが、外国人研究者などの場合は研究室秘書が適宜サポートしてください。詳しく

は経理係・共済担当（内線 5923/5969）にお問合せください。 

・自己負担が高額になったとき 

・療養のため給与が出ないとき 

・出産したとき 

・死亡したとき   

・災害で住居や家財に損害を受けたとき（共済組合のみ） など 

 

※健康保険・年金制度に関する詳しい情報は、日本年金機構ホームページや文部科学省共済組合ホーム

ページなどでも確認できます。 

・日本年金機構ホームページ：http://www.nenkin.go.jp/ 

・文部科学省共済組合ホームページ：http://www.monkakyosai.or.jp/ 

 

◆共済組合員証の検認 

 共済組合では、組合員資格の有無及び被扶養者要件の可否の確認に加え、組合員証が正しく使用され

ることを目的として年に一度、被扶養者等の確認が行われます。必要書類は当該教員において作成する

必要がありますが、外国人研究者などの場合は研究室秘書が適宜サポートしてください。 

 

4. 支払金振込口座の登録について 

 本学から支払う旅費、謝金、物件費等は、原則として銀行振込により支払うことになります。したが

って、本学に支払履歴のない個人または取引業者については、新たに振込先情報を登録する必要があり

ます。退職した教職員、学籍番号が変わった学生、他部局を本籍とする RA（Research Assistant）学生な

ど、過去に支払履歴があっても新規登録が必要になる場合がありますので、登録の有無についてはあら

かじめ経理係（内線 5923/5969）にご確認ください。なお、登録手続きには時間を要しますので、支払

いが見込まれる場合は、送金前に余裕をもって経理係へ必要書類を提出してください。外国の口座へ送

金する場合は、支払履歴があってもその都度書類の提出が必要となります。 

http://www.nenkin.go.jp/
http://www.monkakyosai.or.jp/
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①国内口座の登録（国内送金の場合） 

 国内に居住している関係者へ旅費や謝金等を支払う場合は、以下の必要書類を経理係（内線：5923/5969）

に提出してください。様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞出張

手続きと旅費精算（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html）】 

No. 書類名 注意事項 

1 
銀行振込依頼書〔個人 新

規・変更用〕 

所定様式。 

※住所は自宅住所としてください。特に謝金がある場合は支払調書の宛先となる

ため重要です。 

2 
通帳又はキャッシュカー

ドの写し 

※日本人の場合は不要です。外国人の場合は、口座名義人のフリガナを確認でき

るよう、通帳の表紙ではなく 2 頁目の写しを提出してください。 

3 学生証の写し ※受取人が学生の場合。 

 

②外国口座の登録（外国送金の場合） 

外国人研究者に対する旅費や謝金等の支払い、あるいは外国の業者に対する物件費等の支払い（物品

購入代金、論文掲載料、論文別刷料など）においては、外貨または邦貨で外国送金を行う場合がありま

す。 

外国送金は、送金の確実性、迅速性の観点から、原則「電信送金」により行うものとします。相手方

が預金口座を開設していない場合は送金小切手の郵送により支払う方法もありますが、紛失等によるト

ラブルを避けるため、極力、通知払による電信送金を行うなどして、郵送による支払いは行わないよう

にしてください。 

電信送金の場合は、以下の必要書類を経理係（内線：5923/5969）に提出してください。様式は下記ホ

ームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞出張

手続きと旅費精算（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html）】 

No. 書類名 注意事項 

1 外国送金依頼書 

所定様式。 

※個人口座へ送金する場合は、本様式を先方へ送付し、”Wire Transfer Information”シ

ートに必要事項を記入するよう依頼してください。入力されたデータは、経理係

（wpi-keiri@wpi-aimr.tohoku.ac.jp）へメールで送付してください。 

※住所は自宅住所としてください。特に謝金がある場合は支払調書の宛先となるた

め重要です。”Wire Transfer Information”の項目はすべて英語で記入してください。

中国語等による記入は不可とします。 

2 
送金金額を確認できる書

類の写し 

※物品購入代金等の場合は、インボイス（請求書）の写しなど。外国語で記載され

ているものは和訳を添付してください。 

3 
銀行情報・受取人情報を

確認できる書類の写し 

※個人口座へ送金する場合はパスポートの写し。法人口座の場合は、インボイス（請

求書）の写しなど口座情報が記載されている書類。 

4 

宛先を記入したエアメー

ル封筒 1 部（支払通知

書送付用） 

※同一相手先の依頼書が複数件ある場合は、集約して 1 部を提出。ELSEVIER（海外

の学術雑誌等出版社）に対するユーロ建送金に限り、メールで支払通知を行うた

め、添付は不要です。 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
mailto:wpi-keiri@wpi-aimr.tohoku.ac.jp
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1. 物品等の購入手続き 

◆基本的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆留意点 

 購入依頼時に財源を特定してください。1 件の発注が 300 万円を超える場合、契約手続に時間を要す

る場合があります。余裕をもって、用度係までご相談ください。 

 1 件の発注が 150 万円を超えない場合、教員発注が可能です。（但し、一部例外もあります。詳しくは

用度係（内線 5924/6330）までお問い合わせください。） 

 購入物品は必ず用度係で検収を受けてください。論文の投稿料や英文校正等は該当する論文のコピー

を提示してください。また、工事や修理等の役務は作業報告書等を提示してください。 

 検収印がない納品書は支払不可とします。（取引業者に対しても、そのように周知しています。） 

 研究室秘書においては、教員が行うべき発注や購入済報告書等の作成について、必要に応じてサポー

トする場合があります。 

 

◆1 件の発注が 150 万円を超えないもの 

150 万円を超えないものについては、教員による発注を認めています。（但し、工事・労働者の派遣・

研究室の賃借・年度をまたいで支払義務が生じる案件などは用度係からの発注となります。）購入後は

速やかに購入済報告書、見積書、納品書及び請求書を用度係に提出してください。発注にあたっては、

教員同様、研究室秘書においても経費執行ハンドブック等を確認の上、ルールに則った発注を行ってく

ださい。

1 件の発注が 

150 万円を超えないもの 

 

財源等確認 財源等確認 契約手続 

発 注 発 注 発 注 

納品検収 

代金支払い 購入済報告書、 

納品書等の提出 

1 件の発注が 

300 万円を超えるもの 

 

1 件の発注が 150 万円を超え 

かつ 300 万円を超えないもの 

 

購入依頼 

教員等 AIMR 用度係 本部 

受領･確認 
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また、購入済報告書は原則、発注者が作成するものですが、研究室秘書においても必要に応じて作成

をサポートする場合があります。様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞物品等の購入＞購入手

続き（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html）】 

 

◆1 件の発注が 150 万円を超えかつ 300 万円を超えない場合 

用度係において 3 社以上から見積書を徴し、最も安い価格を提示した業者に発注します（いわゆる見

積合わせ）。購入依頼書に見積書及びカタログを添え、用度係（内線 5924/6330）に発注を依頼してくだ

さい。購入依頼書は原則、発注者が作成するものですが、研究室秘書においても必要に応じて作成をサ

ポートする場合があります。様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞物品等の購入＞購入手

続き（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html）】 

 

◆1 件の発注が 300 万円を超える場合 

本部契約担当課に契約を依頼します。入札などの契約手続きが必要となるため、本部への発注依頼か

ら契約締結までに通常 1 ヶ月程度かかります。まずは用度係（内線 5924/6330）にご相談下さい。なお、

契約物品の購入には特別な書類が必要となります。原則、教員において作成することになりますが、研

究室秘書においても必要に応じて作成をサポートする場合があります。 

 

◆高圧ガス類の購入 

高圧ガス類を購入した場合は、高圧ガス管理システムへ登録を行います。納品書および購入済報告書

等を用度係又は事務分室へ提出する際、ガスの納入場所（ガスボンベの設置場所）をお知らせください。

納入状況に基づき、安全衛生管理室による登録手続きを行います。 

 

2. 納品検収 

 架空購入による不正経理を防止するため、全ての購入物品は納品時に用度係の検収を受ける必要があ

ります。研究室秘書においては、教員が行うべき納品検収について、適宜サポートすることがあります。 

 

◆検収の手順 

① 供給業者が AIMR 事務室に納品物を持ち込みます。用度係員は、現物と納品書の内容を照合し、納

品書に検収日を記入、検収印を押印します。 

② 供給業者が現物を納品場所に納品します。現物に不具合がないか確認の上、納品書に受領日および受

領のサインを記入してください。 

③ 購入済報告書を作成の上、納品書・見積書・請求書などを用度係に速やかに提出してください。 

 

 

 

 

 

Recipient Inspected 

May 25, 2013 May 25, 2013 

T. Tohoku  Seal 

受領日および受領のサイ

ンをしてください。 

※原則、発注者（教員）

直筆とします。事務用品

や汎用品等に限っては、

研究室秘書のサインも可

とします。 

用度係 使用欄 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html
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◆その他 

① 東北大学生協などの店頭で商品を購入した場合や、宅急便により直接品物を受け取った場合は、速や

かに用度係へ現物を持参の上、検収を受けてください。 

② 納品場所が片平キャンパス外の場合は、当該部局の事務で検収を受けるよう、供給業者に指示してく

ださい。この場合、事前に当該部局へ検収権限を委任する必要がありますので、委任が済んでいるか

どうか用度係へ問い合わせてください。 

③ 大きさや重量の問題から現物を AIMR 事務室に持ち込めない場合は、用度係に連絡してください。

係員が検収のため現地に伺います。 

④ 検収の際は、現物確認のため全ての納品物を開梱します。 

⑤ 平成 24 年度より、取得金額が 10 万円以上かつ耐用年数が 1 年以上と判断されるものについては、検

収の際に「検査の記録ラベル」を貼付しています。 

 

3. 立替払請求 

 代金は、納品後または業務履行後に本学財務部が銀行振込により支払います。しかし、代金を立て替

えざるを得なかった場合は、その代金を立替請求することができます。立替払い後は速やかに立替払請

求書等を用度係に提出してください。立替払請求書は原則、購入者が作成するものですが、研究室秘書

においても必要に応じて作成をサポートする場合があります。様式は下記ホームページからダウンロー

ド可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞物品等の購入＞立替払

請求（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html）】 
 

◆請求手順 

立替払請求書、領収書及び明細が記載された書類（納品書、見積書など）を、納品または業務完了か

ら 2 週間以内に用度係へ提出してください。（クレジットカードを利用し利用額が確定していない場合

は、確定後速やかに提出してください。） 
 

◆その他 

立替払を避けられなかった理由を、下記の例のように詳細に記載してください。最近の内部監査にお

いて、立替払いの理由があいまいな案件が多くみられるとの指摘がされています。 

 学会参加費を、現地において現金で支払う必要があった、または、支払期日に間に合うよう請求書払

いを行うことができなかったため早急にクレジットカードで支払う必要があった。 

 海外で材料や消耗品を購入した際、現金で支払う必要があった。  など 

 

4. 図書の購入手続き 

 図書は東北大学の教育・研究の基礎となるものであり、固定資産として扱われます。ただし、図書で

あっても一時的な意義しか有さないものは消耗品として扱われます。当該図書が固定資産に該当するか

どうかはご自身で判断の上、次の手続きを行って下さい。固定資産か否かの判断基準は、下記ホームペ

ージにある「図書資産ガイドライン」をご覧ください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞図書室、電子ジャーナ

ルの利用（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/library.html）】 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/library.html
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① 当該図書及び納品書（及び請求書）を本館 2F 図書室受付に持参して下さい。図書室員が納品検収を

行います。なおその際、室員に支払予算をお知らせ下さい。 

② 代金の支払い手続きは附属図書館が行います。後日、申し出た予算から自動的に代金が差し引かれま

す。 

③ 固定資産となる図書は、図書館のオンライン目録に登載されます。また、蔵書印、資料番号、請求記

号が貼付されます。 

④ 資産登録完了後、図書は研究室に返却され、研究室備え付けの図書となります。 
 

◆留意点 

 科研費で購入した図書資産については、AIMR 用度係で検収します。また、支払い手続きも AIMR で

行われます。検収を受けた後、当該図書、納品書のコピー及び図書寄付伺及受入決議書を図書室受付

に持参して下さい。 

 不要になった図書資産は図書室へ返却してください。 

 アマゾンから購入した図書は、図書室で取り扱うことができません。 

 

5. 電子メールとネットワークの利用 

AIMR の構成員は、ドメイン名「wpi-aimr.tohoku.ac.jp」を利用することができます。利用を希望する

場合は、所定の様式を用度係・ネットワーク担当（内線 5924/6330）へ提出してください。様式は下記

ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞電子メールとネットワ

ークの利用申請（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/mail.html）】 

 

6. 名刺の作成 

AIMR では常勤教員、主任研究者・ジュニア主任研究者・連携教授／准教授の呼称を与えられている

者、その他機構長が認めた者に限り、公用名刺の作成が可能です。作成を希望する場合は、所定の様式

を用度係（内線 5924/6330）へ提出してください。様式は下記ホームページからダウンロード可能です。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報･事務手続きについて＞各種事務手続き＞名刺

の作成（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html）】 

 

7. 鍵の借用申請 

AIMR では、用度係による管理のもと、鍵の貸与を行っています。貸与条件を十分に理解した上で、

借用を希望する場合は、所定様式を各建物の担当【本館：用度係（内線 5924/6330）、アネックス棟：2

階研究者支援室（内線 5978）、ラボ棟：1 階研究者支援室（内線 5963）】へ提出してください。所定様

式は下記ホームページからダウンロード可能です。AIMR 教職員以外が申請する場合は所属（受入）研

究室責任者と連名で申請してください。なお、退職等により鍵／カードキーを使用しなくなった場合は、

速やかに返却する必要があります。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞各種事務手続き＞鍵

の借用申請（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html）】 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/mail.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html
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1. 研究費の応募および執行について 

 原則として AIMR から研究者個人への研究費の配分はありません。したがって、研究を進めるにあた

り、科学研究費等をはじめとする競争的資金、民間企業との共同研究費、および企業や財団からの助成

金（寄附金）など、学外から交付される研究資金（外部資金）を獲得する必要があります。競争的資金

や助成金は、研究者による直接応募、または国際学術・研究協力係を通じて応募することになります。

採択された場合は、国際学術・研究協力係および経理係を通じて、受入手続きが行われます。民間企業

との共同研究あるいは民間から委託を受けて実施する受託研究などは、国際学術・研究協力係および経

理係を通じて、契約手続きや受入手続きが行われます。 

外部資金の執行は、本学の会計規程や各研究費の配分機関の規程及びマニュアルに沿って執行する必

要があります。研究計画書に計上した経費（物品、旅費、謝金、人件費）の執行を原則としますが、判

断に迷う場合は、国際学術・研究協力係（内線：5971/6237）又は経理係（内線 5923/5969）へお問い合

わせください。 

 

2. 安全衛生 

安全衛生管理室では、新規採用者の雇入時健康診断の受診手続きや安全衛生教育の受講手続き、放射

線取扱者の登録手続き、および薬品や高圧ガスの管理業務などを行っています。担当者の指示に従い、

各種手続きを行ってください。手続きに関する詳細は、下記の安全衛生関連ホームページをご覧いただ

くか、安全衛生管理室（内線：5970）へお問い合わせください。 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞研究について＞研究を進めるにあたって＞安全衛生・

安全保障輸出管理（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/security.html）】 

【AIMR ホームページ：TOP＞職員のために＞基本情報・事務手続きについて＞放射線・薬品・遺伝

子組み換え・動物実験など＞放射線取扱者について 

（http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/safety.html）】 

 

3. 安全保障輸出管理 

 外国への技術提供管理規制により、下記に該当する場合は輸出管理シートの提出が必要となります。

詳しくは、【東北大学における安全保障輸出管理 HP（http://www.rpip.tohoku.ac.jp/anzen/index.html）】をご

覧いただくか、輸出管理アドバイザー（安全衛生管理室＿内線 5970）または輸出管理担当者（国際学術・

研究協力係＿内線 5971/6237）へお問い合わせください。 

 物品を外国に輸送、携行等で物品を外国に持ち出しを行う場合 

 外国人の受け入れをする場合 

 留学生の受け入れをする場合 

 海外の大学との研究協力 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/security.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/safety.html
http://www.rpip.tohoku.ac.jp/anzen/index.html
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Ⅸ. 各種様式一覧 

 

1. 外国人研究者の採用／受入に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 提出先 

履歴書 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm 総務係 

誓約書（外国人教

職員用） 
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm 総務係 

身分証明書発行申

込書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 総務係 

通勤届 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 総務係 

招へい状 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/ 総務係 

契約書 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/ 総務係 

口座振込申出書兼

承諾書（給与） 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

給与所得者の扶養

控除等申告書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

（共済）組合員資

格取得届 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

国民年金第 2 号･第

3 号被保険者届 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

（共済）被扶養者

申告書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

（共済）扶養の申

立書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 経理係 

旅行計画書/報告書

（赴任旅費） 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 旅費担当 

着任届（赴任旅費） http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html 旅費担当 

（GI3）申請書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html 
国際学術･ 

研究協力係 

（GI3）活動報告書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html 
国際学術･ 

研究協力係 

招へい研究員受入

申請書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html 

国際学術･ 

研究協力係 

客員研究員受入れ

調書 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html 

国際学術･ 

研究協力係 

 

2. ビザ（査証）申請に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 提出先 

在留資格認定証明

書交付申請書 
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html 

仙台入国 

管理局 

短期滞在ビザ申請

書類一式 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/ 

在外日本 

公館 

 

3. 職員宿舎の入居／退去に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 提出先 

宿舎入居希望調書 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 用度係 

宿舎貸与申請書 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 用度係 

宿舎入居届 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 用度係 

宿舎明渡届 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 用度係 

宿舎原状回復等点

検カード 
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html 用度係 

http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/manual/jin/jinjimanualstyle/01kyouin-saiyo.htm
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/start/starting_up.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/research/researcher.html
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/shisan/hp/03-00syukusya/1.top/newpage1.html
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Ⅸ. 各種様式一覧 

 

4. 旅費に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 提出先 

旅行計画書/報告書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 旅費担当 

学会参加時のチェ

ックリスト 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 旅費担当 

銀行振込依頼書〔個

人 新規・変更用〕 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 経理係 

外国送金依頼書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 経理係 

 

5. 総務係所管業務に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 

兼業依頼状 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm 

役員兼業依頼状 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm 

教員研修簿 http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/ 

在職・勤務証明書交付願 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html 

セミナールーム使用申請書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html 

 

6. 経理係所管業務に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 

銀行振込依頼書〔個人 新規・変更用〕 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 

外国送金依頼書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html 

 

7. 用度係所管業務に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 

購入済報告書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html 

購入依頼書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html 

立替払請求書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html 

図書寄付伺及受入決議書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/library.html 

メールアカウント利用申込書（日本語

版および英語版） 
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/mail.html 

公用名刺申込書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html 

公用名刺追加申込書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html 

鍵借用申請書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html 

カードキー借用申請書 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html 

 

8. 国際ユニット所管業務に係る様式 

書類名 ダウンロードする場合の URL 

放射線取扱者登録申請票 http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/safety.html 

輸出管理シート http://www.rpip.tohoku.ac.jp/anzen/index.html 

 

 

 

 

http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/open/kengyo/irai/irai_top.htm
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/certification.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/seminar_room.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/official_travel.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/purchasing.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/payment.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/library.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/mail.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/business_card.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/keyrequest.html
http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/jp/employees/operating/safety.html
http://www.rpip.tohoku.ac.jp/anzen/index.html
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Ⅹ. AIMR 用語集 

 

用語一覧（目次） 

あ行 か行 

・II（アイ･アイ） 

・アネックス棟または別館 

・AMIS（アミス） 

・AIMR（エー･アイ･エム･アール） 

・AIMR（エー･アイ･エム･アール）表彰制度 

・AIMResearch（エー･アイ･エム･リサーチ） 

・海外サテライト 

・外部諮問委員会 

・国際アドバイザリーボード 

さ行 た行 

・Site Visit（サイト･ビジット） 

・GI
3 
Lab（ジー･アイ･キューブ･ラボ） 

・シニア外国人研究者 

・ジュニア外国人研究者 

・Junior PI（ジュニア･ピー･アイ） 

・Joint Seminar（ジョイント・セミナー） 

・スタートアップ経費 

・スタッフ会議／Staff Meeting（スタッフ･ミーティング） 

・頭脳循環プログラム 

・Target Project（ターゲット･プロジェクト） 

・WPI（ダヴリュ･ピー･アイ）プログラム 

・Tea Time（ティー･タイム） 

 

は行 や行 

・博士研究員／ポスドク研究員 

・PI（ピー･アイ） 

・PI 会議／PI Meeting（ピー･アイ･ミーティング） 

・PD／PO（ピー･ディー／ピー･オー） 

・Visiting Scientist（ビジティング･サイエンティスト） 

・プログラム委員会（作業部会） 

・本館 

・融合研究 

ら行 

・ラボ棟 

・連携教授／連携准教授 

 

 

 

 II（アイ･アイ） 

“Independent Investigator”の略称。PI または Junior PI が主宰する研究グループに属することなく、独

立した研究を遂行することができる者。 

 

 アネックス棟または別館 

片平キャンパスにある AIMR の 3 棟の研究施設のうちの 1 棟。本館向かいに位置する。建物の西側

部分は多元研の専有スペース（「多元物質科学研究所東１号館」と称する）。平成 26 年 3 月現在、4

研究室が居住している。 

 

 AMIS（アミス） 

“AIMR International Symposium”の略称。AIMR では 1 年に一度、世界中からトップクラスの研究者を

招へいし、大規模なシンポジウムを開催している。大小さまざまな講演や、若手研究者の研究および

融合研究を推進するためのポスターセッション等が行われる。例年 2 月頃に開催されており、AIMR

における最大かつ最重要の年間行事である。 

あ行 
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 AIMR（エー･アイ･エム･アール） 

“Advanced Institute for Materials Research”の略称。日本語の名称は「原子分子材料科学高等研究機構」。

日本国内に世界トップレベル研究拠点を形成するため文部科学省が進めている WPI プログラムによ

り、平成 19 年に本学に設立された研究拠点である。材料科学における 4 つの研究領域「バルク金属

ガラスグループ」、「材料物理グループ」、「ソフトマテリアルグループ」、「デバイス・システムグルー

プ」に加え、平成 24 年に数学との連携推進を目的として「数学ユニット」と「インターフェースユ

ニット」が設置され、新しい材料科学の構築に取り組んでいる。 

 

 AIMR（エー･アイ･エム･アール）表彰制度 

AIMR の研究目的にかない、卓越した研究業績をあげ、外部から賞を授与された研究者に対し、機構 

長が表彰するに値すると判断した場合、表彰状及び副賞が授与される制度。副賞は、研究活動のため

に必要な経費（旅費、物件費等）として 30 万円を上限に研究費が授与される。 

 

 AIMResearch（エー･アイ･エム･リサーチ） 

AIMR における最新の研究成果や業績を紹介するオンライン版および冊子体の刊行物。論文のハイラ

イトや特定の研究グループまたは研究者に関するスポットライト記事なども掲載されている。   

 

 

 

 海外サテライト 

世界的に材料科学をリードする研究機関と複合分野間で双方向の交流を行うため、以下の 3 つの機関

に海外サテライトが設置されている。各機関と協定を結び、AIMR の研究者が現地で研究を行えるス

ペース”AIMR Joint Center”が設置され、特に重点的な共同研究を行える体制が整えられている。平成

26 年 3 月現在、英国ケンブリッジ大学（金属学部、化学部、数学部）、米国カリフォルニア大学サン

タバーバラ校（UCSB）、中国科学院化学研究所（ICCAS）の 5 機関に”AIMR Joint Center”が開設され

ている。 

 

 外部諮問委員会 

英語名称は”External Advisory Committee”。材料科学における国内のトップ研究者および科学分野に詳

しいジャーナリストから成る。AIMR の拠点運営について、個々の研究課題や個々の問題点にまで踏

み込んで助言をいただくため設置された。平成 26年 3月 10日に第一回の外部諮問委員会を開催した。 

 

 国際アドバイザリーボード 

英語名称は”International Advisory Board”。材料科学及びその関連分野における世界的に著名な研究者

によって構成され、機構長の選考や機構の運営に関する重要事項を諮問する組織。平成 26 年 3 月現

在、5 名の委員が委嘱されている。 

か行 
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 Site Visit（サイト･ビジット） 

WPI プログラム委員会による各拠点の現地視察。1 年に 1 度、同プログラム委員会が各拠点を訪れ、

拠点長及びホスト機関の長へのヒアリング等を行う。審査結果に基づき、フォローアップが実施され

る。 

 

 GI
3 

Lab（ジー･アイ･キューブ･ラボ） 

“Global Intellectual Incubation and Integration Laboratory”の略称。外国の研究機関との融合・連携・共同

研究を推進するため、ある一定期間、外国人研究者を受け入れる AIMR 独自の制度。 

 

 シニア外国人研究員 

外国の研究機関との交流推進を目的として、GI
3 
Lab 制度に基づき、AIMR に所属する国内 PI が受け

入れる外国人研究者、または頭脳循環プログラムに基づき、連携部局が受け入れる外国人研究者の名

称。本学における受入身分は「外国人研究員」となり、雇用契約を結ぶほか、「Visiting Professor（客

員教授）または Visiting Associate Professor（客員准教授）」の称号が付与される。 

 

 ジュニア外国人研究員 

外国の研究機関との交流推進を目的として、①GI
3 
Lab 制度に基づき、外国機関に所属する海外 PI が

派遣する外国人研究者、大学院生および学部学生等、②海外サテライトとの交流協定に基づき、AIMR

に所属する国内 PI が受け入れる若手研究者および学生等、③頭脳循環プログラムに基づき、受け入

れる若手研究者等の名称。AIMR における受入身分は「招へい研究員（Visiting Scientist）」となり、

称号が付与される。 

 

 Junior PI（ジュニア･ピー･アイ） 

“Junior Principal Investigator”の略称。日本語の名称は「ジュニア主任研究者」。海外の研究機関に属す

る外国人の准教授、助教クラスの研究者で、独立した研究グループを主宰することができる。 

 

 Joint Seminar（ジョイント･セミナー） 

融合研究推進の一環として、研究者間で議論を行う機会を促進するため隔週で開催されているセミナ

ー。元々は理論研究者と実験研究者の出会いの場づくり、連携（ジョイント）を目的に開始された。

その後、AIMR 全体の融合のきっかけ作り（各研究室が研究紹介を行い、融合相手を探す）の場とな

り、平成 24 年度より若手中心の実行委員会が企画し、主に外部から著名な研究者を招聘して講演を

お願いしている（また AIMR の新 PI にも講演していただく）。出欠を記録し、全員参加を基本として

いる。 

 

 スタートアップ経費 

AIMR から研究室の立ち上げ等に係る経費として配分される運営費の名称。配分額は予算執行見込み

状況により毎年度見直しが行われている。WPI 補助金を主な財源とする。 

さ行 
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 スタッフ会議／Staff Meeting（スタッフ･ミーティング） 

月 1 回をベースに、助教以上の研究者が集合して行う機構内の会議。毎回おおよそ 30 分～1 時間を

かけて、特定の議題について報告・連絡・議論等が行われる。助教以上は参加が義務付けられている。 

 

 頭脳循環プログラム 

AIMR の PI 等と融合研究を行う他部局の研究室との間で実施される交流プログラムの名称。国際的

な頭脳循環や研究者交流の促進を目的とする。該当する部局には研究費等が支給され、研究支援体制

の充実や強化が図られている。  

 

 

 

 Target Project（ターゲット･プロジェクト） 

物質や材料、デバイス等の分野において高等数学により精査することで、各現象のメカニズムや共通

原理の解明を進めるため、AIMR が重点的に取り組むプロジェクト。「数学的力学系に基づく非平衡

材料（リーダー：陳 PI）」、「トポロジカル機能性材料（リーダー：谷垣 PI）」、「離散幾何解析に基づ

くマルチスケール階層性材料（リーダー：阿尻 PI）」、「ナノエネルギーデバイス基盤技術（リーダー：

寒川 PI）」の 4 つの研究課題が設定されている。 

 

 WPI（ダブリュ･ピー･アイ）プログラム 

“World Premier International Research Center Initiative”の略称。日本語の名称は「世界トップレベル研究

拠点プログラム」。世界的に認められる研究機関を日本に構築することを目的として、平成 19 年に文

部科学省により開始されたプログラムである。現在、日本全国に 9 つの研究拠点があり、AIMR は第

1 期に採択された研究機関のうちの 1 つである。 

 

 Tea Time（ティー･タイム） 

AIMR メンバー内のコミュニケーション促進を図るため、毎週金曜日 17:00～18:00 に開催される自由

参加型の会合。融合研究によって生まれた研究成果に関するプレゼンテーション等も並行して行われ

ている。 

 

 

 

 博士研究員／ポスドク研究員 

博士号取得研究者（Postdoctoral Fellow）。一般的な博士研究員と異なり、AIMR においては常勤の研

究者として雇用され、東北大学における身分は「助手」となる。PI、Junior PI または II が主宰する研

究グループに属し、PI、Junior PI または II の指導監督の下、研究を遂行する。 

 

 PI（ピー･アイ） 

“Principal Investigator”の略称。日本語の名称は「主任研究者」。教授クラスの研究者で、独立した研究

グループを主宰することができる。AIMR 内の通称として、AIMR に所属する者は「国内 PI」、外国

機関に所属する者は「海外 PI」と呼ばれている。

た行 

は行 
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 PI 会議／PI Meeting（ピー･アイ･ミーティング） 

月 1 回をベースに、PI および II が集合して行う機構内の会議。毎回おおよそ 1 時間をかけて、特定

の議題について報告・連絡・議論等が行われる。 

 

 PD／PO（ピー･ディー／ピー・オー） 

“Program Director”および”Program Officer”の略称。年 1 回、WPI 各拠点のフォローアップを実施する

ために、全拠点の総括として Program Director1 名及び拠点毎に Program Officer1 名がおかれている。

PO は作業部会の統括者でもあり、日本語では「作業部会主査」と表記される。 

 

 Visiting Scientist（ビジティング･サイエンティスト） 

日本語の名称は「招へい研究者」。学術研究の高度化、活性化等に寄与する研究員等に対して付与す

る AIMR 独自の受入身分の名称。GI
3によらない場合でも、修士の学位を有する者又はこれと同等の

研究能力を有する研究機関等に所属する研究員等のうち要件を満たす者を Visiting Scientist として受

け入れる。 

 

 プログラム委員会（作業部会） 

WPI 各拠点の進捗状況を精査し改善案を提示するノーベル賞受賞者を含む有識者の集まり。毎年 10

月または 11月に東京で開催される全プログラム委員とWPI全拠点の代表者（ホスト機関の長（総長）、

研究担当理事、拠点長、事務部門長等）が集まる会議も「プログラム委員会」と呼ばれる。毎年夏に

行われる各拠点の視察（サイト・ビジット）は各拠点の研究分野を専門とする研究者からなる作業部

会を別途組織してこれに委任している。 

 

 本館 

片平キャンパスにある AIMR 本館は、5 階建てのラボ棟と 3 階建てのオフィス棟から成る。1 階に事

務室を構えるほか、セミナー室・会議室・交流スペースなどの共有施設、ならびに平成 26 年 3 月時

点で 9 研究室を擁する。 

 

 

 

 融合研究 

英語の名称は”Fusion Research（フュージョン・リサーチ）”。AIMR における研究プロジェクトは、

融合研究を基本戦略として遂行されている。既存の研究分野にとらわれることのなく、分野間の垣根

を越えた融合により、全く新しい現象の発見や独創的アイディアの創造を引き起こすため、数々の取

り組みが行われている。毎年、融合研究推進のための研究プロジェクトを募り、採択されたプロジェ

クトには研究資金が提供されている。 
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Ⅹ. AIMR 用語集 

 

 

 

 ラボ棟 

片平キャンパスにある AIMR の 3 棟の研究施設のうちの 1 棟。金属材料研究所敷地内の北側に位置

する。建物の北西側部分は金研の専有スペース（「金属材料研究所４号館」と称する）。平成 26 年 3

月現在、9 研究室が居住している。 

 

 連携教授／連携准教授 

AIMR の共同研究に参画する外部の研究者のうち、AIMR との連携関係を明らかにする必要があると

判断された研究者に対して付与する AIMR 独自の身分の名称。それぞれ本学の教授や准教授、また

はこれと同等以上の研究業績を有すると認められた研究者に対して、称号が付与される。 
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