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発注・納品・支払の流れ

①見積依頼

⑧支払準備処理

②見積書作成
※ 発注者から見積書データＣＳＶの提供依頼

があった際は，可能な限りご協力願います。

③発注書を作成して発注

④受注

⑥物品等の検収

⑤納品
※ 検収センターで検収を受けてから，指定の

納入先に納品願います。
※ ③でお送りした発注書を，納品時にお持ち

願います。
※ 請求書は，可能な限り納品時に併せて

ご提出願います。
⑦物品等の検査

⑨振込処理
※ 通常，検収日翌月２５日払い

⑩代金受領

請求書

納品書

発注書

見積書請求書

発注書納品書

見積書 ＣＳＶ

発注書



業者の皆様へのお願い

○納品の際は，まずは検収センターにお越しいただき，検収
を受けた後，指定の納入先へ納品願います。

○納品の際は，納品書（役務の場合は完了報告書等）及び
事前にお送りした発注書をお持ち願います。発注書は，
検収センターでの発注情報の確認などに使用します。

○研究室から発注できるのは，
①５０万円未満の資産（少額資産）
②５０万円未満の役務（修理・保守など）
③１５０万円未満のその他の契約（消耗品・図書など）

のみで，上記以外は会計部署からの発注となります。

万が一，研究室から上記金額を超える発注がありましたら，
会計部署へご相談願います。



検収センターで行うこと

検 収

担当 No.1
２８．４. １
名古屋大学

物品の納品事実の確認

役務等の提供事実の確認

確認の証明として，検収印（右図）を
納品書等に押印

発注書で発注情報を確認し，発注書の
データを財務会計システムに取り込んで
納品情報を登録



検収センターの意義

過去に発生した研究費不正使用問題を受け，文部科学大
臣決定として平成１９年２月１５日付けで「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」（以下

「ガイドライン」という。）が示され，各研究機関に対し研究費
の適正な使用に向けて様々な対応が求められました。

ガイドラインでは，発注・検収業務について当事者以外に
よるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営すること
等が求められ，本学では，検収センター(検収担当者)による

検収業務を制度化し，納品チェック体制の強化を図ることと
しました。



検収対象外のもの

図書（雑誌，新聞，定期刊行物を含む）

病院の診療経費による診療機器，器具，材料等

ラジオアイソトープ，核燃料物質，ガソリン，液体窒素，ガス類等

LN2

例外的なケース

緊急時にやむを得ず口頭で発注し，
発注書が納品までに間に合わない
場合

口頭発注の場合は，納品までには発注書を

送付することとしていますが，間に合わなかっ
た場合は，発注書なしで検収を受けてください。

大型機器など，検収センターに持ち
込むことが不可能な場合

検収センター担当者が現場に出向いて検収を
行いますので，検収センターにご連絡願います。

夜間・休日等に納品する場合 直接指定の納入先へ納品願います。
後日，発注者が検収センターで検収を受け
ます。

宅配便等により納品する場合 発注者が検収センターで検収を受けます。



平成28年7月1日現在

事務室等名称 建物名称等 電話番号 ＦＡＸ番号

契約課事務室 本部2号館2階 052-789-5985 5560

文書資料室事務室 本部別館1階 2046 6222

学生支援課事務室 工学研究科7号館B棟2階 2173 2179

社会連携課事務室 ナショナル・イノベーションコンプレックス（ＮＩＣ）2階203 6584 6146

基盤運営課事務室 職員クラブ2階 6524 2045

高等研究院事務室 高等総合研究館104号室 6051 6151

国際交流会館事務室 インターナショナルレジデンス東山1階 2197 783-0356

学生交流課事務室 国際開発研究科棟１階113室 6535 5100

高等教育研究センター事務室 文系総合館５階513号室 5696 5695 高等教育研究センター

施設企画課 本部3号館3階 5543 2120

② 図書 附属図書館情報管理課会計係 附属図書館5階 052-789-3669 3693 附属図書館

附属学校事務室 教育学部附属中・高等学校1階 052-789-2673 2696 教育学部附属中・高等学校

情報文化学部・情報科学研究科会計係 情報文化学部・全学教育棟北棟1階 052-789-4241 4800

組込みシステム研究センター事務室 情報基盤センター1階 4228 4237

全学教育管理係 情報文化学部・全学教育棟中央棟１階 3990 3527 教養教育院

理学部検収センター 理学部C館1階 C117 052-789-2582

理学部・理学研究科用度係 理学部B館1階 2400・5425

アイソトープ総合センター事務室 アイソトープ総合センター1階 2563 アイソトープ総合センター

附属臨海実験所事務室 三重県鳥羽市 0599-34-2216 052-789-5254 附属臨海実験所

⑤ 理学
5254

理学部・理学研究科

文学部・文学研究科
教育学部・教育発達科学研究科
発達心理精神科学教育研究センター
法学部・法学研究科
法政国際教育協力研究センター
経済学部・経済学研究科
国際言語文化研究科
国際開発研究科

④ 情文・教養
情報文化学部・情報科学研究科

① 事務局

事務局

③ 文系
文系総合館経理課事務室 文系総合館2階

052-789-2204
7305

4873
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工学部・工学研究科東地区検収所 工学部・工学研究科ES総合館1階 7491

工学部・工学研究科西地区検収所 鏡ヶ池東側 052-747-6717

工学部・工学研究科経理課用度係 工学部・工学研究科ES総合館3階 052-789-3419 東地区・西地区の補助

農学部・生命農学研究科用度係 生命農学研究科・農学部管理棟１階 052-789-4959 4005 農学部・生命農学研究科

附属フィールド科学教育研究支援センター事務係 愛知県愛知郡東郷町 0561-37-0210 0561-38-4473 東郷フィールド（附属農場）

稲武フィールド事務室 愛知県豊田市稲武町 0565-82-2107 0565-82-3935 稲武フィールド（附属演習林）

設楽フィールド事務室 愛知県北設楽郡設楽町 0536-65-0124 0536-65-0409 設楽フィールド（附属山地畜産実験実習施設）

⑧ 情報基盤センター 情報推進部情報推進課会計係 情報基盤センター4階 052-789-4357 4385 情報基盤センター

環境医学研究所

未来材料・システム研究所

宇宙地球環境研究所

農学国際教育協力研究センター

高等総合研究館

宇宙地球環境研究所分室（豊川）事務室 愛知県豊川市 0586-86-3154 0533-86-0811 宇宙地球環境研究所分室（豊川）

総合保健体育科学センター事務室 総合保健体育科学センター1階 052-789-3946 総合保健体育科学センター

保健管理室事務室 保健管理室１階 3970 保健管理室

医学部大幸地区事務室会計係 医学部保健学科本館１階 052-719-1511 052-719-1509 医学部保健学科　(大幸地区)

⑬
トランスフォーマティ
ブ生命分子研究所

トランスフォーマティブ生命分子研究所会計ユ
ニット

理農館5階528号室 6840 3240 トランスフォーマティブ生命分子研究所

⑭ 創薬 創薬科学研究科事務室 創薬科学研究科棟 052-747-6820 052-747-6781 創薬科学研究科・細胞生理学研究センター

⑮ 未来社会創造機構 未来社会創造機構事務室 ナショナル・イノベーションコンプレックス（ＮＩＣ）5階501 6373 6004 未来社会創造機構事務室

⑦ 農学
創薬科学研究科・細胞生理学研究セ
ンターも対応

052-789-3457
7803

3452 環境学研究科

⑥ 工学 3103 工学部・工学研究科
創薬科学研究科・細胞生理学研究セ
ンターも対応

医学部・医学研究科　(鶴舞地区)

⑩
総合保健体育科学

センター
3957

⑪ 環境学 環境学研究科用度係 環境総合館2階

⑫ 医学
検収センター 医系研究棟1号館1階 052-744-1915 052-744-1915

工学研究科６号館についても対応可能

創薬科学研究科・細胞生理学研究セ
ンターも対応

⑨ 研究所
研究所事務部経理課事務室 研究所共同館1階 052-747-6312 6313
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