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2019 年度版 チャプター 経費マニュアル  

 
I. はじめに 
このマニュアルは、APU 校友会活動を実施する際の経費処理を適切に行うことを目的とし

て作成しています。APU 校友会は、在校生・校友の皆さんからの会費に基づいて運営され

ています。基本的にはチャプターの自立を目指し、マニュアルに沿った適切な経費執行を心

がけ、校友会の皆さんの期待に応えることの出来る活動を行いましょう。 
 
II. 予算申請から精算までの流れ 
 
＜予算申請方法＞ 
1. 提出物：申請書 Form1(企画書） 
2. 提出先：事務局宛 (apualumn@apu.ac.jp)  
3. 提出期限：イベント開催日から 1 ヶ月前まで（可能な限り早く提出してください） 
 
＜予算承認基準・適用項目＞ 
1. 総会（上限年１回） 
2. その他イベント 
※原則、総会と 1 回の計 2 回のイベントを校友会から補助します。 
※総会を除く 2 回目以降の審査基準は P3 を参照 
※年度は 4 月から翌年 3 月までとし、2019 年度とは 2019 年 4 月から 2020 年 3 月までと

なります。その間に各チャプターは総会を実施してください。 
尚、年度末である 3 月に関しては出金ができなくなるので、3 月でのイベント実施は控えて

ください。 
※新卒者に限り 1,000 円の飲食補助申請が可能です。 
 
＜予算承認後の精算方法＞ 
イベント 
■事前支払 
1. 提出物：見積書、請求書 
※事後一ヶ月以内に申請書 Form2(報告書)、3(参加者リスト)、4(精算書）を提出 
清算書に関しては対象のイベントに関わる全ての入出金情報を記入ください。 
2. 提出先：事務局宛 
3. 提出期限：下記支払日程に順じて間に合う日程で提出 
■事後支払 
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1. 提出物：Form2、3、4、領収証 
清算書に関しては対象のイベントに関わる全ての入出金情報を記入ください。 
2. 提出先：事務局宛 
3. 提出期限：イベント後一ヶ月以内 
 
 
幹事会 MTG 
 
各チャプターの幹事会 MTG 費用として、年間上限 5 万円まで補助します。 
四半期に一度 3 ヶ月分をまとめて支払います。 
■支払方法：チャプターの口座、もしくはチャプター会計担当者へ送金 
■申請金額：上限 5 万円（年間） 
■提出物 ：①領収証②議事録③参加者リスト（議事録記載でも可） 
■提出期限：7 月中（4 月～6 月分）、10 月中（7 月～9 月分）、1 月中（10 月～12 月分）、

3 月中旬（1 月～3 月分） 
■補助対象：会場利用費、交通費、ベビーシッター費 
 
日程（日本国内口座） 
手続き日 10 日 20 日 30 日 
振込み日 20 日 30 日 翌月 10 日 

※土日祝の日程によって毎月前後します。 
※上記以外の日程で振込みが必要な場合は早急に事務局へお知らせください。 
 
支払日程（海外口座） 
外国送金は APU 財務と立命館財務が手続きしますので、資料が全て揃ってから 2 週間ほど

手続きにかかります。送金完了後は Payment report を送付メールにて送付いたします。 
※中国・モンゴルは円もしくはドルのみの送金となります。送金依頼の際にどちらの通貨に

されるかお知らせください。レート換算や両替で損金が出た場合は証憑と共に事務局にご

相談ください。 
 
注意： 
1. 会場費など事前に支払える費用は原則事務局から支払います。 
2. 2013 年度より学内の会計システムを使用している為、急な振込みに対応出来ません。 
出来るだけ支払関係はお早めにご相談、ご連絡ください。 
3. 領収証の宛名は「立命館アジア太平洋大学 校友会」もしくは、「ＡＰＵ校友会」で統一

ください。その他必要事項は別紙 1 に記載しておりますので、必ず確認して漏れや間違い
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のないようお願い致します。 
4. 領収書には、裏面に必ず氏名と押印をお願いします。 
5. 領収書に詳細の記載がない場合は出来るだけ詳細が分かるよう、レシートなどを添付す

るようにしてください。 
 
 
III. 予算承認審査項目 

 審査項目一覧 
1. 多くの校友が参加できるよう配慮されたイベントか 
2. 校友の自己実現に繋がるイベントか 
3. 企画の中に学びの提供があるか 
4. チャプターとして初めての取組みか 
5. 大学・校友会の認知度向上に繋がるか（メディアに取り上げられる等） 
6. 大学の発展、在学生支援に繋がるイベントか 
＜参考 1＞２カ国語以上で実施されるイベントか 
＜参考 2＞２つ以上の国・地域からの参加者が見込まれるか 
＜参考 3＞新規メンバーの参加が見込まれるイベントか 

（5%の新規メンバーが見込まれるか） 
 

 審査方法 
・ 総会は無条件で承認（予算申請については別途審査）   
・ その他 1 回のイベントを開催する際は上記基準を〇×で判断し、〇の個数が 6 つのチェ

ック項目のうち 3 つ以上で承認   
・ 2 回目以降は、6 つのチェック項目のうち〇が 4 つ以上で承認   
・ 参考項目は、チャプターの属する国・地域の状況によるものの、可能であれば取り組ん

でください。  
  
注意： 
企画を実施するに当たり、財務及び事務局から指示等がある場合は、その指示等に沿って実

施してください。また予定通り実施が難しいと判断した場合は、随時事務局に相談ください。 
 
IV. 予算申請適用項目 

 飲食費 
・総会＋その他 1 回のイベント 2 つを合わせて校友 1 人あたり上限 5,000 円補助（会場費

含む） 
・新卒者 1,000 円補助（1 人 1 回に限る） 
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※校友 1 人あたり上限 5,000 円の補助は、2019 年度まで適用します。2020 年度以降は上

限 3,000 円とします。飲食費補助は、他サービスと同様に校友会費を支払っている校友に限

ります。 
※上限金額を超える場合は要相談 
 

 郵送料：APU グッズや旗、その他備品の郵送料 
 

 謝 礼：講師謝礼は上限 10,000 円とする（校友は適用外） 
 

 備品費 
・景品等は APU グッズに限り補助可能です。（参加者 1 人あたり 500 円、上限 3 万円） 
・イベントに必要な備品購入費（ジャケットなど個人の所有物になるものは申請不可） 
 

 ベビーシッター費用 
規  定：承認済みのイベント及び幹事会に対し申請可能（詳細は別紙参照） 
申請期限：イベント企画書提出時 
上限金額：シッター1 人 1 時間当たり上限 3,500 円、その他必要なシッターの交通費、マッ

ト、玩具等は別途補助します。 上限 3 万円までとします。 
    ＊幹事会の場合は幹事会の補助額上限内にて補助可能 
 

 イベント別詳細 
1. 新卒者歓迎会 
新卒定義：卒業後一年以内の校友 
上限回数：1 回 
補助金額：1,000 円（税込み） 
補助方法：① 企画書提出時に申請。 
     ② 当日規定の領収証に新卒者本人のサインを貰う 
     ③ 領収証の裏に立替者が署名・押印をする 
     ④ イベント報告書・精算書と共に事務局に送付する 
       ※報告書類はメール送付可 
注  意：企画書提出後に事務局から一覧を送付するので、当日新卒者かどうかの 
       確認を必ず行ってください。 
 
2. 新規チャプター発会式 
費  用：1 人あたり 5,000 円補助（飲食費＋会場費含む） 
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3. 立命館大学校友会総会への参加費 
適用者 ：チャプターリーダー 
適用金額：10,000 円（お祝い金として） 
上限回数：年一回 
補助方法：① 事務局に参加の意思を伝える 
     ② 領収証が出ないため、事務局から支払証明書をお送りする 
     ③ 支払証明書を印刷、押印後事務局へ送付 
     ④ 到着次第手続き、振込を行う 
 
＜特記事項＞ 
1. チャプターとしての活動ではなく、個人活動と認められるものに対しての支出は認め

られません。 
2. 個人の所有物になるものに対しての支出は認められません。 
3. 原則交通費の補助はありません(幹事会 MTG は除く) 
4. 総会やイベントの開催時期については、年度末の支払いの関係上、可能な限り 2 月末

までの実施をお願い致します。 
5. 校友会からの補助を受ける企画を実施する場合、承認を経た上で告知を行うように、 

スケジュールを前倒しで実施・管理してください。 
6. イベントの当日参加者のキャンセル防止に向けて、参加予定者に 1 週間前にリマイン

ドメールを送る、事前決済システムを導入するなど、検討・実施してください。 
7. 補助支給に関しては、領収書の提出があった、飲食・会場費の実費のみに対し、1 人

5,000 円を上限に支給されます。1 人あたり 5,000 円が一律で支給されるものではあり

ません。 
8. イベントで参加者から会費を徴収する際は、必ず清算書に記載の上、チャプターで保持

するお金については総会で必ず報告をお願いします。 


