
 国立大学法人福島大学物品一時使用内規 

 

平成３０年１２月１８日 

学 長 裁 定 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、国立大学法人福島大学固定資産管理規程（以下「規程」という。）

第１７条及び国立大学法人福島大学物品管理事務取扱細則（以下「細則」という。）

第９条の規定に基づき、国立大学法人福島大学（以下「本学」という。）が保有する

物品を本学の教職員、学生以外に、一時使用させる場合の手続きについて必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この内規において、物品の一時使用とは、当該物品を所管する部局（以下「所

管部局」という。）の教育研究に支障がない場合であって、本学の教職員、学生以外

に、１回の使用許可期間が原則として８時間を超えない程度の短期間の使用を許可す

る場合をいう。 

  ただし、共同研究契約等により、当該共同研究の用に供するものとしている場合は

この限りではない。 

 

（物品） 

第３条 一時使用の対象となる物品は、別紙のとおりとする。 

 

（使用者の資格）  

第４条 この内規の適用を受け、物品を一時使用できる者は、次の各号のいずれかに該

当する者とする。  

一 本学の教職員と研究上の協力関係を有する国内外の大学、高等専門学校、公的機

関又はこれに準ずる機関の研究者及び技術者等のうち、本学の教職員から紹介の

あった者  

二 本学の教職員と研究上の協力関係を有する前号に掲げる機関以外の研究者及び

技術者のうち、本学の教職員から紹介のあった者 

三 その他本学の経理責任者（以下「経理責任者」という。）が特に認めた者 

 

（使用の申請及び許可） 

第５条 経理責任者は、一時使用の許可を細則第５条に定める「使用責任者」に委任す



るものとする。 

２ 一時使用の許可を受けようとする者は、別紙様式１に定める申請書により、細則 

第５条に定める「物品使用者」の承認を得て、原則として使用予定日の３日前（土日、

祝祭日、本学が指定する休日を除く）までに使用責任者に申請しなければならない。 

この場合において、一時使用の許可を受けようとする者が複数日の使用を予定して

いる場合は、別紙様式２によりまとめて申請することができる。 

３ 物品一時使用にあたり、事前の講習受講が必要となる場合がある。 

４ 使用責任者は、一時使用をさせても教育研究に支障がない場合には、前項の申請を

許可することができる。 

５ 使用責任者は、一時使用を許可するときは、申請者に使用許可書を交付するものと

する。 

６ 一時使用を許可する場合の使用時間は、１回又は１時間を単位とする。 

７ 前項までの規定により物品の一時使用を許可された場合は、許可された目的及び時

間の範囲内で当該物品の設置場所（実習室等）の使用も許可されたものとする。ただ

し、許可された目的等以外で設置場所を使用する場合は、別途、本学が定める不動産

に係る使用の申請をし、許可を得るものとする。 

８ 使用責任者は、一時使用を許可した場合、その旨を経理責任者に報告するものとす

る。 

 

 （使用形態） 

第６条 物品の使用の形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおり

とする。 

 一 装置使用  物品を一時使用の許可を受けた者（以下｢一時使用者｣という。）自

らが使用し、又は本学の教職員の支援を受けて物品を使用し、試料等を測定・試験

すること。 

 二 技術代行  一時使用者から提出された試料等を、一時使用者に代わり、本学の

教職員が物品を使用して測定・試験すること。 

 

 （実績報告） 

第７条 一時使用者は、使用終了後、別紙様式３により使用責任者に使用実績を報告し

なければならない。 

２ 使用実績の報告を受けた使用責任者は、貸付料を算出し経理責任者に報告するもの

とする。 

 

 



（使用料） 

第８条 使用料金は、使用物品及び料金形態に応じて算出し、別紙のとおりとする。 

２ 回数パス（前納） 

一 物品ごとに設定する回数により使用料を納入しなければならない。 

二 回数パスの使用料は最初の使用日までに納入しなければならない。 

三 回数パスは、一時使用の許可を受けた年度内（許可日～３月３１日）において

のみ、使用することができる。 

３ 時間単位使用（後納） 

一時使用者は、使用終了後、国立大学法人福島大学物品貸付料算出基準により算出

した使用料（光熱水料含む）を納入しなければならない。 

４ 技術代行の場合は、技術料等を加算する。 

５ 前項までの規定にかかわらず、経理責任者が特に認めるときは、使用料の全部又は

一部を免除することができる。 

６ 使用料は、本学が発行する請求書により所定の期日までに納入するものとする。 

７ 既納の使用料は、いかなる事由があっても還付しない。 

８ 使用料納入の際、海外送金手数料等が発生する場合は、送金人負担とする。 

 

（目的外使用） 

第９条 一時使用者は、使用の許可を受けた目的以外に物品を使用し、又は第三者に使

用させてはならない。 

 

（使用許可の変更） 

第１０条 一時使用者は、使用日時を変更しようとするときは、使用日の前日までに届

け出て承認を受けなければならない。 

 

（使用許可の取消し等） 

第１１条 経理責任者は、一時使用者がこの内規に違反し、又は物品の使用に重大な支

障を生じさせたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。 

 

（免責） 

第１２条 本学は、物品の使用によって一時使用者に生じた損害について、一切の責任

を負わないものとする。 

２ 物品を一時使用した場合、本学はその得られたデータ等を保証しない。 

 

 



（損害賠償） 

第１３条 一時使用者は、故意又は過失によりその使用に係る物品を滅失し、又は損傷

したときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

 （謝辞記載） 

第１４条 一時使用者が、論文等によりその成果を公表する場合は、本学において一時

使用等を実施した旨の記載をしなければならない。 

 

（名称の使用許可） 

第１５条 一時使用者は、前条の規定により論文等において、その成果を公表する場合

を除き、本学の名称を使用する場合（本学が特定される表現がある場合を含む。）に

は、あらかじめ本学の許可を得なければならない。 

 

 （知的財産権の取扱い） 

第１６条 一時使用者が物品の一時使用に伴い発明等（一時使用者が共同開発者として

本学と共同で開発した新規手法を用いた発明等に限る。）をした場合には、速やかに

本学に通知し、その取扱いについて協議するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１７条 物品の使用に当たり、一時使用者の技術上及び営業上の情報を受け又は知り

得た者は、その一切の情報を開示・漏洩してはならない。 

 

（雑則） 

第１８条 この内規に定めるもののほか、物品の一時使用に関し必要な事項は別に定め

る。 

 

附 則 

この内規は、平成３１年１月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、令和２年１月１日から施行する。 

附 則 

この内規は、令和２年１２月１日から施行する。 

 



別紙 

 

◆一時使用の対象となる物品 

№ 物品名 所管部局 設置場所 物品使用者 料金形態 

１ 

超高速食品機能成分質

量イメージング装置 

【ブルカー・ダルトニ

クス（株）】 

食農学類 
食農学類管理棟 1

階 
平 修 

回数パス 

（詳細は下表 

№1のとおり） 

２ 

食品機能成分ガスクロ

マトグラフ質量分析計 

【（株）島津製作所】 

食農学類 
食農学類管理棟 1

階 
吉永 和明 

回数パス 

（詳細は下表 

№2のとおり） 

３ 

食品香気成分トリプル

四重極型ガスクロマト

グラフ質量分析計 

【（株）島津製作所】 

食農学類 
食農学類管理棟 1

階 
吉永 和明 

回数パス 

（詳細は下表 

№3のとおり） 

４ 

食品成分構造同定分析

システム 

【ブルカージャパン

（株）】 

食農学類 
食農学類研究棟１

階 
尾形 慎 

回数パス 

（詳細は下表 

№4のとおり） 

 

 

 

◆使用料 

№１ 超高速食品機能成分質量イメージング装置【ブルカー・ダルトニクス（株）】 

 

 

種類 

使用料（税抜） 

【第４条第１号に該当する者】 

（大学等） 

【第４条第２号又は第３号に該当する者】 

（企業等） 

１回パス ３０,０００円 ６０,０００円 

１０回パス ３００,０００円 ６００,０００円 

１８回パス ― ９００,０００円 

２３回パス ― １,０００,０００円 



№2 食品機能成分ガスクロマトグラフ質量分析計【（株）島津製作所】 

 

 

№3 食品香気成分トリプル四重極型ガスクロマトグラフ質量分析計【（株）島津製作所】 

 

 

№4 食品成分構造同定分析システム【ブルカージャパン（株）】 

※ №1～4において、技術代行の場合は、上記使用料の１．５倍とする。 

 

種類 

使用料（税抜） 

【第４条第１号に該当する者】 

（大学等） 

【第４条第２号又は第３号に該当する者】 

（企業等） 

１回パス ２５,０００円 ５０,０００円 

１０回パス ２５０,０００円 ５００,０００円 

１７回パス ― ７００,０００円 

２５回パス ― １,０００,０００円 

種類 

使用料（税抜） 

【第４条第１号に該当する者】 

（大学等） 

【第４条第２号又は第３号に該当する者】 

（企業等） 

１回パス ３０,０００円 ６０,０００円 

１０回パス ３００,０００円 ６００,０００円 

１８回パス ― ９００,０００円 

２３回パス ― １,０００,０００円 

種類 

使用料（税抜） 

【第４条第１号に該当する者】 

（大学等） 

【第４条第２号又は第３号に該当する者】 

（企業等） 

１回パス １０，０００円 ２０,０００円 

１０回パス ５０，０００円 １００,０００円 

２０回パス ― ３６０,０００円 


