公益財 団法人 東急財 団
調査 む試験研究助成 に関す る基 準 と個人情報 の保護 に関す る規程
第 1章
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第 1条 この規程は 公益財 団法人 東急財団 (以 下 「財団」 とい う)が 行 う
次の各号 の調 査・試験研究 (以 下 「調査・研究Jと い う)助 成 に関す る調査・
試験研究 の選定基準 、助成 の方法、調 査 ・研究 の実施方法、助成金 の支払 い
方法な らびに調査 ̀試 験研究者 (以 下 「調査 。研 究者 Jと い う)の 個人情報
の保護 の方法 を定める。
(1)産 業活動 または、住 生活 と多摩川お よびそ の流域 との 関係 に関す る調査 ・研
究に対す る助成・ 援助。
(2)排 水 ・廃棄物等 による多摩川 の汚染 の防除に関す る調査 ・研究 に対す る助
成 ・援助。
(3)多 摩)￨￨お よびその流域におけ る水 の利用に関す る調査・研究に対す る助成・
援助。
(4)シ ンポジ ウム、音楽会 あるい は出版等による環境啓発活動や、歴史的な遺産
あるい は社会 システムの維持保全・回復運動等、多摩川及びその流域におけ
￨ る環境保全や文化 の創造 に広 く寄与す るもの。
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第 2章
￨.く

調査 う研究 の選定基準

選燕基準):

第 2条 助成 の対象 とな る調査・ 研究は多摩川お よびそ の流域 の環境浄化 に役 立つ調
査・ 研究であること。
2 調査・研究 の計画お よび方 法が 目的を達成す るために適切 であ り、かつ 充分な
成果 を期待 し得 るもので あること。

￨―

輸査■耕究者の餐継)11

第 3条 助成全交付の対象 となる調査・研究者は次の各号の要件 に適合 しなければな
らない。
,
(1)調 査・研究を計画に従 って遂行するに足る能力を有すること。
(2)過 去の業績ある者 を優先する。
(3)過 去に助成 をうけた調査 ̀研 究で、不適当と認められ る行為がなかったこと。
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第 3章

助成 の方法

￨14"球 釜委
華坤請>ヽ
第 4条 助成金 の交付 を受 けよ うとす る者 は、調査 ̀試 験研 究跡成金交付要望 申請書
[別 紙 1]を 定 め られた期 日までに提 出 しな ければな らない。

1働挽鰺増 ゆぬ騨 知

第 5条 財 団は、前条 の規定
= による助成金交付要望 申請書 の提 出があつた ときは、書
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類等 の審査を行な うほか、必要に応 じて調査等 (ヒ ヤ リング等)を 行 ない、
月1紙 2]を 調査 む研究者に送付す るも
調査 。試験研究助成企交付内定通知書 と
の とす る。
財団は必要 と認めるときは、調査・試験研究助成金交付要望 申請書を提出 した
者 に対 して、参考 となる書類 の提出を求めることができる。

第 6条 前条 の規定による内定通知 を受 けた調査 ̀研 究者は、 これ を承諾 した場合は
定 め られた期 国内に調査 ̀試 験研究助成金交付 申請 書 l男 町紙 3]を 提 出 しなけ
ればな らないと
￨￨(助

E)￨￨
成釜交付0決 定通次

第 7条 財団は前条 の規定による調査 。試験研究助成金交付申請書 の提出があつたと
きは、書類等の審査を行な うほか、必要 に応 じて調査等 (ヒ ヤ リング等)を
行ない、調査 i試 験研究助成金交付決定通知書陽町
紙 4]を 調査 。研究者に送
)と す る。
付す るも♂
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書め滞結荘

第 8条 調査 ・研究者 は、前条 の規定 による調査 ̀試 験研究助成金交付の決定通知を
受け、 これ を承諾 した場合 は 10日 以内 に財団に請書 [男 町
紙 5]を 提 出 しなけ
ればな らない 。
第 4章

調査 ・研 究 の実施方法

lk変 1葉 等T)承 認)II

ーは
第 9条 調査 。研 究ィ
静 、次 の各号に該 当す る ときはあらか じめ下記 による助成調査 じ
試験研 究変更承認 申請書等 を財 団 に提 出 し、その承認 を受 けなければな らな
ヤヽ
。

(1)助 成調 査 ◆試験研 究

(以 下 「助成調査 ・研究 Jと

い う)の 計画および方 法を

変更 しよ うとす るとき。 《様式 1》
(2)助 成 金交付決定通知書 の費用 の流用 は調 査研 究費総額 の 15%を 限度 とし、
これ を超 える場合c《 様 式 2》

(3)助 成調査
:〈

̀研 究を中止 、 または廃 止 しよ うとす るとき。

事苫
女の届出
l

]に 完了 しない場合 または助成
第 10条 調 査・研究者 は助成調 査 ̀研 究が予定 の期間ハ
調 査 ・研究 の遂行 に重大な支障 をお よばす と認 め られ る事故が発生 した とき
―
は、遅滞 な く助成調査 研究事故届 ≪様 式 3》 を財 団 に提 出 し、その指示を
受けなけれ ばな らない。

主調査 研究φ姿を申l酷 する締
￨・
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第 11条 財団は、その助成調査・研究 が財 団 の事業年度 にまたがる場合 は 、必要に応
じて 、 その助成調 査 ・研究 の概要 に関す る中間報告書 《様 式 7》 の提 出を求

めることができる。
♪
￨(助 成調査lr務 究σ
尭ヤ報告)￨:

第 12条 調査・研究者は、助成調査 。研究が完了 したとき (助 成調査・研究の廃上の
承認 を受けた ときを含む)は 、助成調査・研究完了報告書 《様式 4‑1》 ま
《様 式 4‑2》 を作成 し、その 日か ら起算 して 80日 以内に財
たは、
国に提 出 しなければならない。 ただ し、やむを得ない理由により提出が困難
となったときは、財団の承認 を受けなければならない。
:(功 成益め頼 め確走)￨:

第 13条 財国は前条の規定に より提出された完了報告の内容審 査ならびに必要に応 じ
て費用 の証票、帳簿等 の調査等を行ない助成金額を確定 し、これを】
J成 調査・
ノ
試験研究者 (以 下「助成調査・研究者どとい う)に 通知 しなければならない。
第 5章

助成金 の支払 い方法

虫所減益め支払区分):
第 14条 助成金の支払いは原則 として精算払いとし、必要に応 じて分割払いおよび前
金払い とする。
￨〈

研歳金め支十いア￨
F、

第 15条 財団は、第 18条 の規定による助成金 の額 を確定 した後において助成調 査 ・
研 究者か ら助成 金精算払請求書 《様式 5》 が提 出 された ときは、助成 金 を支
払 うもの とす る。
2 前項 の規定 にかかわ らず、助成調査 l研 究者 は、助成調 査・研究 の完 了以前に
助成調査・研究 に必 要 な金額 の支払 い を受 けよ うとす るときは、助成金分割
(前 金 )払 請求書 《様式 6》 を財団 に提 出す る ことがで き、財 団 はこれ を支

払 うことがで きる。

猟助減益あ返遼またi予業払い)=

第 16条 助成調査・研究者 は第 18条 の規定 による確定額 を超 える企額 の支払い をす
でに受 けてい る場合 は、財団の請求によ り、 その超 える額 を返還 しなければ
な らない。
2 財 団は、確定額 に満 たない金額 を支払 つてい る場合 は、そ の不足額 を助成調
査 ・研究者 に支払 うもの とす る。
)整 理〉
長管等σ
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￨

第 17条 助成調査・研究者 は、帳簿 を備 え、助成調査・研究 について他 の経理 と区分
この使途 を明らかに しておか
して、そ の収入額お よび支出額 を記載 し、助成 ハ
なけれ ばな らない。
2 助成調査 ・研 究者は前項 の帳簿、そ の他助成調査・研究 の経理 による証拠書類
を助成調 査・研究 の完了 の 日の属す る事業年度 の終 了後 5年 間保存 しな けれ
ばな らない。

調査 。研究者 の個人情報 の保護 の方法
￨(調 査■
研‐
尭をめ1匿 ltti情 幸
艮
め保護):
第 18条 財 団は、個人情報保護法 の全面施行 に伴 い、調 査・研 究者 の個人情報 の重要
性 を認識 し、大切 に扱 うため、同法、同法関連法令 な らびにガイ ドライ ン等
第 6章
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を遵守す る。
財団は前項 の達成 のだめ、事務局長 を個人情報保護管理 者 と定め、局員 の教育

―

訓練 を定期的 に実施 させ る。 これによ り、情報 の厳重 な管理に努 め、
① 法令による場合を除き、個人情報は承諾 なく第 3者 には提供、開示 しない
こと
② 個人情報 を正確かつ最新 に保 つ こ と
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③ 個人情報 の紛失、改 ざん、漏洩等 の予防措置な らび に安全策 を講ず ること
等を確実にす る。
財回は利用 目的を明示 した上で、個人情報を迪法 かつ公正に収集 し、又、その
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特定
された利用 目的 の達成 に必要 な範囲内でのみ利用す ると
本人 か ら、個人情報 の取扱 い についての普情 が あった とき、情報 の内容が事実

でない との理 由による内容 の訂 正 、追力日
、叉は削除 の請求 があった とき、或 は、
｀
利用停 止又は消去の申 し出を受 けた とき、財団は遅滞 な く必要な調査 を行 い、
適切 な措 置 を講ず るな ど、誠実 に対処す る。
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財回は、助成調査 。研究 の成果集の印刷 な ど、個人情報 を扱 う業務 の処理を財
団以外 に委託するときは、個人情報 の保護 を徹底す るよ う、委託先 に義務づ け、
監督す る。
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￨￨(助 1成 金の変付決定の
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第 19条 財団は助成調査・研究者が本規程に違反 した場合は、助成金 の全部または一
部の交付 の決定を取 り消す ことができるもの とする。
2 その他、本規程は助成金 の額 の確定後においても適用 できるもの とする。
第 20条 財団は前条 により、助成金 の交付の取 り消 しをした場合において、助成調査・
研究の 当該取 り消 しにかかわる部分 に関 し、すでに助成金が交付 されている
ときは、期限を定めて、その全部または一部を返還 させ るもの とする。

この規定 は、昭和 50年
改正 昭和 54年
改正 昭和 63年
改正 平成 17年
改正

則
附
4ヴ守15日 より適用す る。

5月
3月
9月
22年
12月
平成

8日
80日 ,

1日
7日

