【 経費内 訳作成 におけ る留意 点】
環境省 地球環境 局地球温暖 化対策課
必 ず下記項 目に記載さ れている留 意点を熟 読の上、経 費内訳の作 成方願い ます。
経費 内訳につ いて
○間 接経費（ 一般管理費 ）について は、
＊直 接経費 (外注費･再委託費を除く)の 15％以内 とします 。
○以 下、各経 費区分の積 算方法につ いての説 明を行いま す。
・ 会議回数 や資料部数 などの内訳 も記載く ださい。
・採択後 、環境 省と契約を 締結する 場合、原則、全 ての経費 区分におい て単価根 拠資
料（以下、 「単価根拠」と いう。）の添付が 必要です。そ のため、積算単 価は根拠 に
基づ く単価と してくださ い。な お、単 価根拠は見 積書か内 部規定を使 用してくだ さい。
上 記内容を 念頭におき つつ、本留 意点を熟 読ください 。
●［ 人件費］ について
＊人 件費は、 委託業務に 直接従事す る者の経 費とする。
＊人 件費の単 価根拠を添 付すること 。（雛 形では算定 基準表と して記載し ているの で参
照の こと）
＊自 治体につ いては、人 件費の計上 は認めな い。
＊人 件費の計 上を行わな い場合は、 算定基準 表の金額欄 に「当社負 担」と記 載のこと。
●［ 諸謝金］ について
＊諸 謝金は、 研修会など の講師等に 回数に応 じて支払う 経費とする 。
＊諸 謝金の単 価根拠を添 付すること 。（雛 形では算定 基準表と して計上し ているの で参
照の こと）
●［ 旅費］に ついて
＊旅 費の積算 にあたって は、
・用務内容（出張理 由の記載）・出張者・出張場 所・交通 路・回数（何泊何日 も含む）
の ５項目を 明確にする こと。
＊出 張者：人 件費として 計上してい る者及び 講師として 名簿に記載 している 者に限る。
＊出 張場所： 適宜記載の こと。
＊交 通路：出 発地から到 着地まで詳 細に記載 し、然るべ き経費を計 上するこ と。
＊ 遠 隔 地 へ の 出 張 の 場 合 、割 引 航 空 券 や パ ッ ク 旅 行 を 活 用 し 、 旅 費 の 節 約 に 努 め
ること（精算時に使用実績を報告していただきます）。

●［ 印刷製本 費］につ いて
＊印 刷製本費 には、業務報 告書（成果 物）及び研 修会等の 会議資料の 作成費を計 上する。
＊研 修会等の 会議資料に ついては、詳細 文章にて、部 数（回数×人数）を シンプル に記
載す ること。
＊単 価根拠に ついては、 見積書等と する。
●［ 通信運搬 費］につ いて
＊通 信運搬費 には、運送 費や郵送費 を計上す る。
＊ア ンケート 発送のため の切手代等、業務に直接 必要となる 経費のみ 計上する。（ 通常
の事 務連絡等 のための電 話代等は計 上しない 。）
●［ 借料及び 損料］に ついて
＊借 料及び損 料には、研 修会等に係 る会場借 料を計上す る。
＊貴 機関及び 共同実施者 が所有して いる備品 等は対象と ならない。
＊リ ース可能 な備品等に ついては、 借料及び 損料として 計上するこ と。
●［ 会議費］ について
＊会 議費には 、研修会 等に係る お茶及び弁 当代（ 午前・午後をまた いで行わ れ、弁当代
を支 出するこ とがやむを 得ないと認 められる 場合に限る 。）を計上 する。
＊単 価根拠に ついては 、貴機関 の内部規定 による 。但し 、内部規定 が無い場 合は、算定
基準 表を作成 し、適当な単価 を定めて 使用するこ と。その場合、概 ね単価は一 人あた
りお 茶代は税 抜 300 円 、弁当代 は税抜 1,000 円程度 とする 。もちろ ん見積書に 基づく
単価 でも構わ ない。
●［ 賃金］に ついて
＊賃 金には、当該 委託事業の みに雇用 する予定の 派遣職員・ア ルバイトに 係る経費 を計
上す る。
＊な お、社 会保険料や 雇用保険 料その他各 種手当につ いては 、直接経 費（業 務費）の除
外経 費として いるため計 上しないこ と。
●［ 消耗品費 ］につい て
消 耗品の定 義とは下記 のとおり（ ＊１，２ ）である。
＊ １．取得 価格が 50,000 円 （税抜）未 満の物品
＊ ２．取得 価格が 50,000 円 以上の物品 のうち、 次に掲げる 物品
・ ２年程度 の反復使用 に耐えない 物品
・２ 年程度の 反復使用に 耐えるが、 比較的破 損しやすい 物品
＊ ソフトウ ェアについ ては、消耗 品とする 。
た だし、＊２ に該当する 物品につ いては、雛 形のとおり 、最後尾に 理由を記載 のこと。
ま た、原則 １式（例 えば文具品 １式等）及び当委託 業務で使 用したかど うか不明 確な

もの （例えば コピー用紙 、トナー等 ）の計上 はしないこ と。
●［ 備品費］ について
＊備 品費とは 、取得 価格が 50,000 円（税 抜）以上のもの で、上 記消耗品 の定義（＊１ ，
２） に該当し ないものと している。
＊原 則として 、備品費の 計上は認め ない。
＊業 務遂行上 、必須の 備品であ る場合は 、リース 契約を行い 、「借 料及び損 料」と して
計上 すること 。
●［ 雑役務費 ］につい て
＊雑 役務費に は、翻訳料 や工事費等 を計上す る。
＊修 繕費・備品の 改造費は認 めない。仮に 故障等が生 じた場合 の修繕費は 貴機関又 は共
同実 施者負担 （本委託費 からの支出 不可）と する。
＊メ ンテナン ス費は計上 可。
●［ 外注費］ について
＊ 外 注 費 に は 事 業を 遂 行 す る にあ た り 、 貴機 関 及 び 共 同実 施 者 で は 実施 不 可 能 な 事 業
で、 且つ成果 を求めるた めに必要な 経費を計 上する。
＊当 該委託事 業の根幹と なる業務を 外注する ことは認め ない。
＊単 価根拠と して、外注 先からの見 積書の単 価を記載す ること。
＊別 添４にお いて詳細文 章にて、外注する旨 の記載を行 い、併せ て理由（ なぜ外注 しな
けれ ばならな いのか？） も記載のこ と。
（例 ）〜○○ ○の分析を 行う。なお 、○○○ の分析につ いて
は、専門 的知識を有 するため、 ○○（株 ）に外注す る。
○外 注費が契 約予定金額 の２分の１ を超える ものは、原 則として認 められな い。
な お、公益 法人につい ては、外注 費を計上 することを 認めない。 （平成 14 年 3 月 29
日閣 議決定：「公益法 人に対する 行政関与 の在り方の 改革実施計 画」にお いて改善 する
よう 求められ ている）
●［ その他経 費］につ いて
＊そ の他経費 は、租税公 課（非課税 ）や揮発 油税など特 殊な経費を いう。

