
【追加６問】

SEQ 項目 細目 Q. A. Q. A. 改訂理由
B-025 2旅費 PCR検査費用 研究者が出張する際、出張先の機関などからコロナウイル

ス感染症の陰性証明の提示を求められるケースがありま

す。

この場合、陰性証明を行うための費用（PCR検査等）は、

直接経費から支出することは可能でしょうか。

直接経費から支出することは可能です。また、当該費用に

ついては「旅費」として計上してください。

－

C-032 3人件費 在宅勤務 研究費にて雇用する予定の研究補助員について、在宅勤務

することを前提に雇用することは可能か。

貴機関において、在宅勤務を実施することが可能であると

いう規定が存在すること、そして、当該研究補助員を在宅

勤務を前提に雇用したとしても当機構が委託する業務等が

問題なく遂行できることが必要だと考えていますが、まず

は当機構の担当事業課にご相談ください。

－

D-007 4謝金 謝金規定 事務処理説明書に「謝金の規程がない場合には、研究機関

内決裁を受けた書類のコピーを添付してください。」とい

う記載がありますが、具体的にどのような書類を準備する

必要があるかご教示ください。

謝金の規程がない場合には、次の書類をご準備ください。

・研究機関からの謝金対象者に対して依頼した書類

・上記の依頼に対する謝金対象者（若しくは機関）からの

書類

・謝金対象者が、研究機関から依頼した内容を実施したこ

とが分かる資料

・支払額に関する計算書（源泉徴収額・消費税等の記載さ

れたもの）

・謝金対象者（若しくは機関）に対して支払いがなされた

ことが分かる資料（領収書・振込票等）

－

E-041 5その他 販売手数料 検体輸送用のレターパックを購入したところ、販売手数料

が上乗せされていました。この販売手数料は直接経費とし

て計上することは可能でしょうか。

正規料金が決まっているレターパックに対して販売手数料

の計上は直接経費としては認められません。

－

G-023 7該当しな

い項目

収支簿 収支簿の「検収年月日」欄について、当機関で検収対象と

なっていないものについては空欄で提出して良いか。

全費目のうち「物品費」及び「その他」については、必ず

「検収年月日」欄の記載をしてください。また、他の費目

についても、極力、「検収年月日」欄の記載にご協力くだ

さい。

－

G-025 7他に該当

しない項目

電子帳簿 電子帳簿保存法の改正に伴う体制整備を進めています。

１．電子で受領した請求書、領収書の場合

 これらの証憑は検査時にも電子上で閲覧することができ

れば良く、印刷出力して保管する必要はないという理解で

よろしいでしょうか？

２．紙で受領した証憑の場合

 スキャンして電子証憑と一緒に保管し、検査時には全て

の証憑が電子上で閲覧することができるようにし、原本の

提示を求められた際には提示できるような状態にすればよ

いという運用でよろしいでしょうか？

ご認識の通り、電磁的記録による保存でもAMEDの求める

原本相当の証憑が貴機関の運用に則って確認出来れば問題

ありません。

1．につきましては、ご指摘の通りで全ての証憑を印刷出力

しておく必要はありません。

2．につきましては、ご指摘のような運用が想定されます。

なお、検査時には、上述のように電子帳票をベースとする

運用が基本になると思われますが、必要に応じて、取引証

憑のプリントアウトをお願いする場合も考えられますの

で、その際にはご協力のほどよろしくお願いいたします。

－

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

現    行 改  訂

（新規）

（新規）

（新規）

（新規）

（新規）

（新規）



【削除２問】

Q. A. Q. A.

B-020 2旅費 法人クレジッ

トカード

旅費の証憑としてはクレジットカードで支払っていても、

旅行代理店で領収書が発行される場合はクレジット明細は

不要という事でいいですか。

旅費の証拠書類に加え支払ったことがわかる内訳明細が明

確な書類いずれか１つとしておりますので、旅行代理店で

領収書が発行される場合はクレジット明細は不要です。

（欠番） （欠番） 事務処理説明書に明記

されていることから削

除

E-007 5その他 リース・レン

タル

リース・レンタルに関しては事務処理説明書に記載があり

ますが、交付を受ける事業の開始前にリース契約をしてい

た備品等に関して、当該事業で１００％使用する場合に

は、その他費目で負担可能ですか。または、事業開始前か

らのリース契約の為、この場合の、当事業からの執行は不

可になりますか。

事業開始前からのリース契約のため、当事業からの執行は

不可になります。

（欠番） （欠番） 事務処理説明書が変更

され、既に経費の計上

が認められているため

削除

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

改  訂
修正理由SEQ 項目 細目

現    行



【質問（Q）又は回答（A）の内容を見直し（１０問）】

Q. A. Q. A.

B-002 2旅費 マイレージ 航空機マイレージですが、ＡＭＥＤの委託費及び補助事業

を遂行する上で外国出張等をした際に航空機マイレージの

取得は可能ですか。

・可能な場合、取得したマイレージの使用は、当該委託

費、補助事業で利用することは可能ですか。また、別事業

での出張に利用することは可能ですか。

・私的利用は不可かと思いますが、その理解で良いです

か。

ＡＭＥＤとして、特段の定めはありません。研究機関の規

程に基づき、取得可能か不可能か、どのように使用できる

かを適切にご判断ください。

（変更なし） マイレージの取得が可能かどうかについては研究機関によ

り対応が異なるかと思いますので、研究機関等の規程に基

づき、適切に対応してください。

なお、マイレージの取得が可能である場合には、当該マイ

レージの使用については、当機構の事業で取得したもの

（特に専従者の場合）には、当機構の事業でご利用いただ

けたらと考えております。また、私的な利用については、

ご理解のとおり認められません。

回答内容を質問内容に

沿って修正

B-012 2旅費 計上対象者 会議・報告会に、参加者リストに記載のない研究協力者(医

師、大学の准教授・講師等)が出席された場合の交通費は計

上できますか。

また、研究協力機関(医療保険者、健診機関等)を対象とし

た報告会の参加者(主に保健師・管理栄養士)に対する交通

費は計上できますか。また、出張報告書の様式はあります

か。

班会議等への出張旅費は、参加者リストの掲載者が対象と

なります。参加するのであれば、変更届等にてリストに追

加するか、当該研究に必要な助言などをもらう外部専門家

等として招へいする場合は可能となります。その際、招へ

い文書などの証拠書類(様式自由)を整備してください。

会議・報告会に、参加者リストに記載のない研究協力者(医

師、大学の准教授・講師等)が出席された場合の交通費は計

上できますか。

また、研究協力機関(医療保険者、健診機関等)を対象とし

た報告会の参加者(主に保健師・管理栄養士)に対する交通

費は計上できますか。

（変更なし） 質問に対する回答とし

て、出張報告書の様式

について触れられてい

なかったことから削除

B-015 2旅費 搭乗券 航空機を利用し出張しましたが、出張期間中に搭乗券の半

券を紛失してしまい、旅費における証拠書類が搭乗証明書

のみしか整備できていない状態となっています。この場

合、搭乗証明書を搭乗券の半券の代替として取り扱うこと

は差し支えないですか。

原則として搭乗券半券としています。やむをえない場合

は、搭乗証明書を搭乗券の半券の代替として取り扱って頂

いて結構です。

なお、取得期限がありますので、費用精算時に証憑添付の

確認をお願いします。

旅費における証拠書類として「搭乗券の半券」とあります

が、具体的に何を準備する必要がありますか。

航空機に搭乗したことが証明できる、「搭乗券の半券」や

搭乗ゲートを通過する際に発行される「搭乗案内」、又は

「搭乗証明書」をご準備頂く必要があります。

また、上記の書類により、どのような運賃種別か把握する

ことができない場合には、運賃種別を確認させていただく

こともありますのでご留意ください。

質問内容を分かりやす

く修正するとともに、

回答についても同様に

修正

C-025 3人件費 産前産後休暇 研究員が研究開発期間中に、産前産後休暇(有給)を取得し

た場合の取扱は、どのようにすれば良いですか。

休暇期間中の給与等の支給については、機関の規程等に

従ってください。ただし、直接経費への計上については、

対象の研究員が専従者であったとしても、2週間以上連続し

た休暇を取得した場合は、当該月の給与等は就業日数によ

る減額計算を行ってください。就業日数が０日の場合、事

業主負担の法定福利費を含め直接経費に計上することはで

きません。

（変更なし） 休暇期間中の給与等の支給については、機関の規程等に

従ってください。

質問に対応した回答に

修正

D-002 4謝金 謝金対象 研究補助に対する謝金は支出可能ですか。研究参加者リス

トに記載されている研究開発協力者の方に研究協力金を支

払うことは可能ですか。

直接経費で補助員等研究参加者に対して単純労働の対価を

支払う場合は、（貴学で「謝金」と呼称していても）研究

開発参加者リストに記載した上、人件費に計上してくださ

い。参加者リストに記載がある場合は、原則として、講師

や委員会の委員としての謝礼、症例紹介等の謝礼としての

謝金は支払うことはできません。

研究補助に対する謝金は支出可能ですか。また、研究参加

者リストに記載されている研究開発協力者の方に研究協力

金を支払うことは可能ですか。

研究補助として単純労働の対価を支払う場合は、（貴学で

「謝金」と呼称していても）研究開発参加者リストに記載

した上で人件費として計上してください。また、参加者リ

ストに記載がある場合は、原則として、講師や委員会の委

員としての謝礼等の謝金は支払うことはできません。

参加者リストに記載が

あるなしにかかわわら

ず、症例紹介の謝礼と

しての謝金は支払うこ

とができないことから

修正

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

SEQ 項目 細目
現    行 改  訂

改訂理由



F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

【質問（Q）又は回答（A）の内容を見直し（１０問のつづき）】

Q. A. Q. A.

E-003 5その他 WEB手数料 ＡＭＥＤ研究費管理にあたり、みずほ銀行のネットバンキ

ングであるみずほビジネスＷＥＢに申し込んでおり、登録

してから６か月は無料で、その後は３,２４０円／月のＷＥ

Ｂ手数料がかかります。このＷＥＢ手数料については経費

として認められますか。また、ネットバンキングで発生し

た利息は、機関の雑収入として認めて良いですか。

ＷＥＢ手数料は直接経費として計上できません。なお、利

息については、ご理解のとおりで結構です。

ＡＭＥＤ研究費管理にあたり、銀行のネットバンキングに

申し込んでおり、登録してから６か月は無料で、その後は

３,２４０円／月のＷＥＢ手数料がかかります。このＷＥＢ

手数料については経費として認められますか。

ＷＥＢ手数料は直接経費として計上できません。 銀行名の表示はＦＡQ

として記載あるのは適

切ではないため削除。

また、利息については

事務処理説明書に記載

があることから削除

E-018 5その他 期間按分 研究上必要なソフトウェアのライセンスを取得することに

なりました。ライセンスの期間は１年間で分割は不可との

ことで、例えば８月１日付けで購入すると、翌年の７月３

１日までの期間分を購入することになります。この場合、

年度跨ぎの契約に該当しますか。もし該当する場合、原則

として契約締結時に支払うことになっているので、当該年

度の経費に計上しても良いですか。

費用を前納(一括払い)した場合でも、直接経費として計上

できるのは既経過期間のみとなりますので、当該年度では

来年の３月分までしか計上できません。月の途中から契約

した場合は、日割り計算でお願いします。

（変更なし） 年度跨ぎの契約には該当しません。

費用を前納(一括払い)した場合でも、直接経費として計上

できるのは既経過期間のみとなりますので、当該年度では

来年の３月分までしか計上できません。月の途中から契約

した場合は、日割りで計算することになります。

質問に沿った回答に修

正

F-004 6間接経費 使途について 間接経費で、研究代表者・分担者の人件費を支給するな

ど、直接経費で足りない部分を補う形で使用しても良いで

すか。

明らかに直接経費で支給すべき人件費については、間接経

費で支給することは出来ません。

基本的には研究機関の長が必要な経費と判断した場合、間

接費で執行することは可能ですが、直接経費として充当す

べきものは対象外となりますのでご留意ください。

（変更なし） 明らかに直接経費で支給すべき人件費については、間接経

費で支給することは出来ません。

基本的には研究機関の長が必要な経費と判断した場合、間

接経費で執行することは可能ですが、直接経費として充当

すべきものは対象外となりますのでご留意ください。

言葉を正確に記載（間

接費→間接経費）

G-021 7他に該当

しない項目

免税事業者 再委託先が免税事業者であった場合の、代表機関の手続き

について教えてください。

再委託先を免税事業者として契約されている場合は契約か

ら不課税取引(８％軽減税率含む)の消費税相当額を計上し

ないようにしてください。

事務処理説明書の「不課税取引等に係る消費税相当額の取

扱について」をご参照ください。

再委託先が免税事業者であった場合、再委託先と契約書を

締結するに当たって注意すべきことがあったら教えてくだ

さい。

再委託先が免税事業者の場合、不課税取引等に対する消費

税相当額は計上出来ません。また、契約書を締結するに当

たっては、契約金額（再委託研究開発費）に「うち消費税

○○円」は記載しないようにご注意ください。

なお、事務処理説明書の「不課税取引等に係る消費税相当

額の取扱について」も合わせてご参照ください。

質問及び回答を具体的

な例（よくある質問）

に修正

G-022 7他に該当

しない項目

不課税消費税

相当額の記載

収支決算書の「不課税消費税相当額の扱い」欄について、

機関として計上する方針の場合は、当該課題において該当

する支出がない場合でも「計上した」を選択するという理

解でよろしいでしょうか。

当該課題で該当がない場合でも、仮に当該取引があった場

合はどのように処理されるのかという貴機関の消費税取扱

の方針をご記入ください。

収支決算書の「不課税消費税相当額の扱い」欄について、

機関として計上する方針の場合は、当該課題において該当

する支出がない場合でも「計上」を選択するという理解で

よろしいでしょうか。

そのとおりです。支出額に不課税消費税相当額等（不課税

消費税相当額及び軽減税率と通常税率分の差額）が存在し

ない場合であっても選択をお願い致します。

なお、この欄を選択していただくことによって計上漏れが

ないかどうかを確認することとしていますのでご協力のほ

どよろしくお願いします。

質問に対する回答を分

かりやすく修正

改訂理由SEQ 項目 細目
現    行 改  訂



【他の質問と統合したもの（４問）】

Q. A. Q. A.

B-021 2旅費 法人クレジッ

トカード

新幹線利用にてエクスプレスカードと法人契約している場

合、引落しが２ヶ月後となっており、３月末までの支払い

が完了しないため、２月の出張がすべて計上できなくなり

ます。その場合何か回避策がありますか。

法人クレジットカード等の場合は、３月末までに検収を

し、４月末までに引落が完了したものまでを計上可能です

ので、２月の出張については計上可能です。

（欠番（G-019に統合）） （欠番（G-019に統合）） G-019に統合

G-019 7他に該当

しない項目

法人クレジッ

トカード

購買の決済手段として法人のクレジットカードを使用した

いと思いますが、制約はありますか。国内・海外出張の際

の決済や学会参加登録の際の決済などは利用が可能なよう

ですが、それ以外の物品の購入、論文の購読などの決済手

段として利用することが可能ですか。

法人クレジットカードの使用については特段の制約はあり

ません。ただし、3月末までに検収した上で４月３０日まで

に決済(引き落とし)できない場合は、費用に計上できなく

なりますのでご注意ください。また、クレジットカードの

明細等が証拠書類となりますので、明細表のご用意をお願

いします。

（変更なし） （変更なし） B-021と統合

E-001 5その他 PMDA ＰＭＤＡに対する相談の費用や臨床試験、あるいは治験を

受けて発生してくる費用は、支払から実施まで期を跨ぐ場

合もあります。直接経費に計上できますか。

計上できます。ただし、ＰＭＤＡに対する相談費用につい

ては、実際に相談が実施された月の計上としてください。

（欠番（E-002に統合）） （欠番（E-002に統合）） E-002に統合

E-002 5その他 PMDA ＡＭＥＤ事業遂行にあたり、ＰＭＤＡの相談費用がかかり

ますが、前払いということになっています。ＡＭＥＤ予算

にて、前払いで支払いしても問題ないですか。また、も

し、支払いが可能でしたら、この相談がＨ３０.２～Ｈ３

０.４ごろに年度を跨いで相談が行われる可能性がありま

す。年度を跨いだ場合の費用計上の方法を教えてくださ

い。

ＰＭＤＡの相談料については、ＰＭＤＡの制度として前払

いとなっていますが、相談が実施された時に収支簿に計上

してください。

ＡＭＥＤ事業遂行にあたり、ＰＭＤＡの相談費用がかかり

ますが、前払いということになっています。ＡＭＥＤ予算

にて、前払いで支払いしても問題ないですか。また、も

し、支払いが可能でしたら、この相談が年度を跨いで相談

が行われる可能性があります。年度を跨いだ場合の費用計

上の方法を教えてください。

研究機関において前払いをすることは問題ありませんが、

収支簿への計上時期については、実際にPMDAと相談を実

施した年度の収支簿に計上してください。

E-001と統合するとと

もに、質問に沿った回

答に修正

E-026 5その他 審査費用 機関の内部規程に基づき、各研究責任者が依頼した倫理審

査に対し一定の課金が行われることとなりました。ＡＭＥ

Ｄのプロジェクトを遂行するために行っている倫理審査に

かかる学内課金(審査費用)について、直接経費から支出す

ることは認められますか。

直接経費から支出可能です。 （欠番（E-017に統合）） （欠番（E-017に統合）） E-017に統合

(現行)

学内審査費用

（改訂）

学内課金

次のことが満たされる場合には、学内課金の支出を認めま

す。

・研究機関において、学内課金に関する規程が定められて

いること

・学内課金に利益に相当する額が含まれていないこと

・学内課金として直接経費として一般管理費が計上されて

いる場合、間接経費の重複がないこと

改訂理由

E-026と統合するとと

もに、直接経費として

認められる場合の条件

を具体的に記載。ま

た、細目を「学内審査

費用」から「学内課

金」に修正

直接経費からの支出は可能です。 学内の規程に基づき各研究代表者が依頼した臨床研究支援

（倫理審査を含む）に対し一定の学内課金が行われること

となりました。ＡＭＥＤのプロジェクトを遂行するために

受けている臨床研究支援の学内課金について、委託研究開

発契約の直接経費から支出することは認められますか。

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

SEQ 項目 細目
現    行 改  訂

E-017 5その他 研究内部規程に基づき各研究代表者が依頼した臨床研究支

援に対し一定の学内課金が行われることとなりました。Ａ

ＭＥＤのプロジェクトを遂行するために受けている臨床研

究支援の学内課金について、委託研究開発契約の直接経費

から支出することは認められますか。



F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

【他の質問と統合したもの（４問のつづき）】

Q. A. Q. A.

G-001 7他に該当

しない項目

費目間流用 「費目（大項目）間流用の取扱い」についての質問です。

①直接経費小計の１／２を超える金額を大項目間(物品費・

旅費・人件費・その他)で金額を移す際、変更承認申請が必

要ということで良いですか。例：直接経費計が22百万円の

場合、１／２の11百万円以上を大項目間で流用する際に変

更承認申請が必要。

②「(この額が５００万円に満たない場合は５００万円)を

超える場合」の解釈は、直接経費小計が８００万だとする

と直接経費小計１／２が４００万なのでこれについては、

５００万円までが変更承認申請不要ということですか。

①、②ともにご理解のとおりです。 （欠番（G-020に統合） （欠番（G-020に統合） G-020に統合

G-020 7他に該当

しない項目

流用 当該年度における直接経費の総額の50％が500万円に満た

ない場合は500万円を超えなければ研究開発計画変更承認

申請書による申請なく流用が可能とされておりますが、直

接経費の総額が450万円の場合だと総額全てを流用するの

であっても変更承認申請書は不要でよろしいのでしょう

か。

原則的には不要ですが、総額流用となると事業計画の遂行

に大きな変更はないのかという問題が生じます。

流用制限範囲内であっても、研究計画に大きな変更が生じ

る場合は事前に変更承認申請を行なっていただくことと

なっています。

当機構担当事業課へ「流用」に依る遂行内容に影響や問題

がないかお問い合わせください。

当該年度における直接経費の総額の50％が500万円に満た

ない場合は500万円を超えなければ研究開発計画変更承認

申請書による申請なく流用が可能とされておりますが、直

接経費の総額が450万円の場合だと総額全てを流用するの

であっても変更承認申請書は不要という理解でよろしいで

しょうか。

原則的には不要ですが、直接経費の総額を流用となると事

業計画の遂行に大きな変更はないのかという疑念がありま

す。

そのため、仮に流用制限範囲内であっても、研究開発計画

に大きな変更が生じる場合には事前に変更承認申請を行

なっていただく必要がありますので、当機構の担当事業課

までご相談ください。

G-001と統合するとと

もに、回答内容を分か

りやすく修正

改  訂
改訂理由細目

現    行
SEQ 項目



【SEQ、項目及び細目を修正したもの（１問）】

Q. A. Q. A.

（現行）

B-022

（現行）

2旅費

（現行）

旅費の返金

（改訂）

G-024

（改訂）

7他に該当

しない項目

（改訂）

収支簿

出張者への旅費を支給した後に、支給金額の誤りがあった

事が分かり、出張者からの返金がありました。こういった

場合、収支簿へはどの様に記載すべきですか。

誤って計上した分はそのまま残し、返金分としてマイナス

計上してください。返金分をマイナス計上する事で、エビ

デンスと整合性がとれます。

（変更なし） （変更なし） SEQ、項目及び細目を

修正（旅費の変更では

なく、収支簿への記載

方法に関する質問であ

るため）

改訂理由

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

SEQ 項目 細目
現    行 改  訂



【令和４年度まで適用する旨記載（３問）】

Q. A. Q. A.

C-002 3人件費 病気休暇 補助事業事務処理説明書には、専従者がやむを得ない事情

で一時的に当該事業に従事できなかった場合は、当該月の

人件費についてのみ就業日数における「日割」での減額計

算を行います。・「ケガ・病気で入院」等の事由により、

連続して２週間以上の休暇を取得する場合。(土日祭日を含

む。)と記載がありますが、その間は、病気休暇ということ

で当該補助事業に従事していませんが、病気休暇中の給与

について、対象経費として計上してもよいのですか。

2週間以上の連続した休暇を取得した場合（病気療養を含

む）、当該月の給与等の満額を直接経費に計上することは

できません。就業日数における「日割」での減額計算を

行ってください。

休暇には欠勤も含みます。

（変更なし） 2週間以上の連続した休暇を取得した場合（病気療養を含

む）、当該月の給与等の満額を直接経費に計上することは

できません。就業日数における「日割」での減額計算を

行ってください。

休暇には欠勤も含みます。

（この回答は、令和4年度までの適用（令和5年度事務処理

説明書に明記しました。））

令和５年度事務処理説

明書に明記されたため

C-008 3人件費 勤務形態 研究補佐員の勤務形態が月・火・水はAMEDの研究補助員

として直接雇用しているが、木・金は他施設から雇用され

学外施設で勤務する場合と木・金を本学の雇用で学内勤務

し他の研究に従事する場合は「専従者」・「兼業者」のど

ちらに該当しますか。

雇用主が違う場合は、当該研究においては専従者に該当し

ます。貴学の雇用において他の業務にも従事する場合は、

兼業者に該当します。

（変更なし） 雇用主が違う場合は、当該研究においては専従者に該当し

ます。貴学の雇用において他の業務にも従事する場合は、

兼業者に該当します。

（この回答は、令和4年度までの適用）

令和５年度事務処理説

明書で取扱いが変更と

なったため

C-026 3人件費 有給休暇 ①当所の就業規則で時給制の者についても年休取得が可能

です。こういった場合、年休取得日はAMED事業に従事し

ていませんが、当所のルールに従い、AMED委託研究費か

らの支出は可能との認識で良いですか。②月給制の者と同

様に、時給制の者についても、2週間以上の休暇をとった場

合は、専従者とみなせなくなるため、例えば、実際に従事

をしていない年休取得日についてはAMED委託研究費から

支出できないとの認識で良いですか。

①年休取得が認められるのは、専従者のみです。兼業者に

ついての年休分は直接経費として計上できません。

②R4年度からは、２週間以上の休暇を機関がやむを得ない

事情によるものとした場合は、その後も専従者とみなすこ

とを妨げるものではありません。

（変更なし） ①年休分の計上が認められるのは、専従者のみです。兼業

者についての年休分は直接経費として計上できません。

②R4年度からは、２週間以上の休暇を機関がやむを得ない

事情によるものとした場合は、その後も専従者とみなすこ

とを妨げるものではありません。

（この回答は、令和4年度までの適用（令和5年度事務処理

説明書に明記しました。））

適切な表現に改めると

ともに、令和５年度事

務処理説明書に明記さ

れたという文言を追加

F A Q 改 訂 新 旧 対 照 表

改訂理由SEQ 項目 細目
現    行 改  訂


