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研 究 推 進 部 

人 事 部 

 
※リサーチ・アシスタント(RA)、研究補助者の雇用事務手続きについては、「TA、RA、研究補助者、臨時

職員の雇用手続きについて (人事部人事課作成)」もあわせてご参照ください。 

※勤務管理システムについては、「勤務管理システム利用ガイド」「勤務管理システム_ユーザーマニュア

ル（WEBマニュアルURLは http://www.wnpsptstaff.waseda.jp/staff/kinmu/ ）」(人事部人事課作成)

も併せてご参照ください。 

http://www.wnpsptstaff.waseda.jp/staff/kinmu/
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◆ご注意いただきたいポイント◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

① 学内兼職の有無確認 

箇所事務所で雇用申請書を受領する際、学内で他に雇用契約の締結（兼職）がないかを必ず確認ください。 

【兼職している場合】 

・雇用契約すべての労働時間の合算が、1日8時間以内かつ週20時間未満になるようにしてください。 

・TAとRAを兼職する場合も同様に、合算した労働時間の上限が1日8時間以内かつ週20時間未満になるようにし

てください。 

・既に他の雇用契約を締結している曜日の時間帯に、重複して雇用契約を結ぶことはできません。同一曜日の

同一時間帯に申請されるケースが多発しています。 

・学内で非常勤講師等の教職員としての雇用関係のある方は、RAや研究補助者として雇用することはできませ

ん。詳しくは、「TA、RA、研究補助者、臨時職員の雇用手続きについて（人事部人事課作成）」を参照して

ください。 
 

② RAや研究補助者の勤務地 

臨時雇用者（RA・研究補助者）の勤務地は、原則業務管理者（本学の教職員）が勤務管理できる学内施設に限

られます。業務管理者が勤務管理できない状況（海外や自宅での勤務等）での勤務は認められません。 
 

③ 雇用契約内容の変更 

労働時間などの契約内容が恒常的に変更になる場合は、「契約条件変更届」を提出してください。また、雇用

契約締結後に、本人事由などにより労働が発生しない場合は、「辞退届」を提出してください。「契約条件変更

届」「辞退届」の提出がないと、労働時間の上限により、他の新たな雇用契約が締結できない場合があります。

勤務期間の終了を早める場合、終了日後に勤務入力がないことを確認してください。 
 

④雇用財源の変更 

 ・公的研究費(公的研究費を含む)の雇用財源の変更について 

 「雇用契約の結び直し」が必要です。「契約条件変更届」により原契約の終了日を変更して契約を終了させ、

「雇用申請書」により新しい内容で改めて契約を行ってください。 

・公的研究費以外(公的研究費を含まない)の雇用財源の変更について 

 「契約条件の変更手続き」が必要です。「契約条件変更届」により原契約の予算コード等を変更してくださ

い。 

変更手続の詳細については人事部作成「TA、RA、研究補助者、臨時職員の雇用手続きについて」「給与支払

運用スケジュール」を必ず確認ください。 
 

⑤通算雇用期間の年限 

RA、研究補助者の有期労働契約は通算で 5年を超えて更新することができません（「早稲田大学における有期雇

用者の契約年限に関する規程」）。また、RA、研究補助者については年齢上限があります。 
 

⑥勤務報告方法の変更 

2014年度より勤務報告書を廃止し、勤務管理システムを利用して勤務管理を行っています。詳しくは、人事部

人事課作成「勤務管理システム利用ガイド」「勤務管理システム_ユーザーマニュアル・箇所担当者用

（ http://www.wnpsptstaff.waseda.jp/staff/kinmu/ ）」を参照ください。 
 

⑦日本学術振興会の特別研究員の雇用について 

 従事する前に特別研究員の受入研究者は「特別研究員報酬受給届＜様式 16＞」を日本学術振興会へ届け出る必

要があります。不明な点がある場合は、必ず雇用前に日本学術振興会へ確認してください。 
 

⑧新財務・研究支援システム稼働に伴う予算コード変更について 

新財務・研究支援システム稼働に伴い、これまで雇用申請書に記載いただいていた予算コードが変更となり、

一部予算コードの登録（変更）方法が変更になります。 

詳細については、改めて 2月中（予定）にお知らせいたします。 

 

 

◆お願い◆ 

・業務を開始する前に、必ず雇用契約手続をしてください。 

・「雇用契約書」「雇用条件通知書」を手交する際、「RA・研究補助者従事にあたっての注意事項」を 

一緒にお渡しください。 

http://www.wnpsptstaff.waseda.jp/staff/kinmu/
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１．リサーチ・アシスタント（RA）と研究補助者について 
 

※１  研究補助のみならず、研究室において事務的な補助業務に就業している場合も、「研究補助者」に含める。 

ただし、派遣社員は本学の直接雇用ではないため、含まれない。 

 

 

２．雇用条件について 

※２  本学の学生が複数の資格を兼職する場合の所定労働時間も合計して週20時間未満とする。 

資格名称 設置目的 雇用対象 嘱任者 

リサーチ・アシスタント 
（RA : Research Assistant） 

研究プロジェクト等の効果的推進、研究体制

充実および若手研究者の育成を図るため。 
(早稲田大学リサーチ・アシスタント就業規程より) 

原則、本大学大学院

博士後期課程の正

規学生。 

箇所長 

研究補助者 
(RS : Research Support Staff) 

研究プロジェクト等に関する業務の補助を行

わせるため。※１ 

(早稲田大学研究補助者就業規程より) 

制限は特になし。 箇所長 

資格名称 契約期間と契約更新 所定労働時間※２ 基準時給 

リサーチ・アシスタント 
（RA : Research Assistant） 

契約期間は最長 1 年間

（年度内） 
※契約更新あり。ただし、

通算で最長 5年間まで。 

※年齢の上限あり。 

週 20 時間未満 

（原則、年間 200 時

間以上とする） 

 

3,000 円 

2,000 円 

1,500 円 

1,100 円 

1,000 円 
 

研究補助者 
(RS : Research Support Staff) 

週 20 時間未満 

 
3,000 円（上限） 
＊研究助手相当 

 
2,000 円（上限） 
＊博士後期課程学生相当 

 
1,500 円（上限） 
＊修士課程学生相当 

 
1,200 円（上限） 
＊その他の者 

 
【下限】1,000円 
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３．雇用手続きに際する必要書類について 
 

① 雇用申請   
学内兼職の可否、および兼職をした場合の 1週あたりの所定労働時間の上限は、「TA、RA、研

究補助者、臨時職員の雇用手続きについて（人事部人事課作成）」をご参照ください。 

※３ （以下、早稲田大学リサーチ・アシスタント就業規程 第２章第４条）より 

（資格） 

第４条 リサーチ・アシスタントは、本学の大学院博士後期課程に在籍している正規学生または

一貫制博士課程の在学期間が２年を超える正規学生である者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、研究推進部長が、研究プロジェクト等の遂行上、必要であると

認める場合は、次の各号に掲げる者をリサーチ・アシスタントとして受入れることができる。 

 一 本学の大学院修士課程に在籍している者または修了した者 

 二 本学の大学院専門職学位課程に在籍している者または修了した者 

 三 本学の大学院博士後期課程を修了した者 

早稲田大学リサーチ・アシスタント就業規程 第２章第４条の条項にあたる雇用をする場合は、研究代表 

者などの業務管理者が理由書を作成し、提出してください（理由書①）。 

※４  外国人を雇用する場合は、「TA、RA、研究補助者、臨時職員の雇用手続きについて（人事部人事課作成）」

を参照してください。 

※５  以下の場合、理由書を提出し、研究推進部長の承認が必要となります。（理由書②） 

本学の学生（学籍保有者）以外・・・全員必要。 

本学の学生（学籍保有者）  ・・・「早稲田大学研究補助者就業規程 第６章 32 条」に 

定められた基準時給単価より上回る場合のみ、必要。 

例）・学部生→1,200円を超える時給で雇用する場合。 

・修士学生→1,500円を超える時給で雇用する場合。 

・博士後期課程学生→2,000円を超える時給で雇用する場合。 

 

 

 

 

 

 

【書類記入上の留意点】 
 人事課作成の「TA、RA、研究補助者、臨時職員の雇用手続きについて (人事部人事課作成)」

をご参照ください。 

 

 

資格名称 必要書類（■：業務管理者が用意 ○：作業従事者が用意） 

リサーチ・アシスタント 
（RA : Research Assistant） 

 

■雇用申請書 1部 

■リサーチ・アシスタント（RA）雇用に関する理由書※３（必要な場合のみ） 

○任用履歴書  兼  研究業績説明書（ RA） 1部 

○在留資格・資格外活動許可 1部※４（必要な場合のみ） 

 

研究補助者 
(RS : Research Support Staff) 

 

■雇用申請書 1部 

■研究補助者の基準時給に関する理由書※５(必要な場合のみ） 

○早稲田大学 臨時雇用者履歴書 1部（本学の学生は不要） 

○在留資格・資格外活動許可 1部※４（必要な場合のみ） 

 

【必要書類のフォーマットの保管場所】 
MyWASEDA_グローバルメニュー「人事厚生」_右側メニュー「人事厚生」_フォルダ「人事」_フォルダ

「臨時雇用申請書類」 

※なお、上記にアクセスできない場合は、所属箇所事務所を通して、申請書等を入手してください。 
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② 雇用契約締結 

 所定の承認手続きが終了すると、(株)早稲田大学アカデミックソリューションから申請箇所に

雇用契約書2部を送付しますので、大学欄※６と本人欄にそれぞれ押印してください。1部は本人

に渡し、もう1部は申請箇所にて保管いただき、半期ごとにまとめて人事部へお送りください。 

なお、契約期間が30日以下の場合は「雇用条件通知書(押印不要)」1部を本人に渡すのみとな

ります。 
※６  大学欄は箇所長印を押してください。箇所長とは、学部・研究科・研究所・研究教育センター・附属機関の

長をさします。 

 

 

４．雇用手続きの流れについて 
 

雇用手続きは以下の流れで、必ず雇用を開始する前に行ってください。 

 

※７  雇用契約書の手続きは雇用財源の予算管理ならびに経理処理をしている箇所で行ってください。 

所属箇所の異なる教員から構成される研究拠点などは、ご注意ください。 

例)ある研究プロジェクトで研究代表者が理工学術院、研究分担者が教育・総合科学学術院所属の場合 

→研究分担者（教育・総合科学学術院所属）の教員が研究補助者を雇用する際、当該研究費の予算管理を

理工学術院で一括して行っている場合は、雇用契約締結に係る箇所長は理工学術院長になります。 

 ステップ 作 業 内 容 

箇所 

（研究室等） 

①  公募・採用 箇所※７にて採用者を決定してください。 

②  必要書類受領 
雇用される本人より、必要書類を受領してください。 

（必要書類：「３．雇用手続に際する必要書類について」参照） 

③  
雇用申請書※８作

成 

業務管理者、作業従事者、箇所担当者がそれぞれ雇用申請書に必要事項

を記入してください。（必要書類：「３．雇用手続に際する必要書類に

ついて」参照） 

箇所事務所 

↓ 
(株)早稲田大学アカデミックソリューション 

（以下、WAS) 

書類一式を学内便で送付。 

【学内便宛先：WAS（大隈会館 4F 臨時雇用担当宛）】 
・専用の学内便封筒をお使いください。 

・箇所ではコピーを保管してください。 

WAS ④  雇用情報登録 
WAS にて、情報登録の際、雇用申請書の内容に不備がある場合、箇所事

務所へ問合せ・返却いたします。 

研究推進部 

人事部 
⑤  

研究推進部 

人事部  承認 
研究推進部 → 人事部にて、承認します。 

WAS 

↓ 

箇所事務所 

雇用契約書 2部（30日以下の場合は、雇用条件通知書）を箇所事務所へ

送付します。 

箇所 

（研究室等） ⑥  
雇用契約書※９ 

締結 

大学欄※１０と本人欄にそれぞれ押印してください。1部を本人に渡し、も

う 1 部は大学で保管します。大学保管分は申請箇所にて保管いただき、

半期ごとにまとめて人事部へお送りください。 

【雇用契約書・注意文書の手渡し（公的研究費の場合）】 

公的研究費で RAおよび 31日以上の研究補助者と雇用契約書を締結する

場合、もしくは雇用期間等の契約書の内容変更を行う場合は、RA・研究

補助者本人に事務所へ来てもらい、事務所職員から「押印済みの雇用契

約書」および「RA・研究補助者従事にあたっての注意事項」を手渡して

ください。※１１ 



6 

 

※８  労働実態に合った雇用契約手続きを行ってください。 

    例）4～7月と9～12月に労働をする場合は、4～12月の雇用契約ではなく、4～7月と9～12月の雇用契約を別々

に申請してください。 

※９  31日以上の雇用契約…雇用契約書 

    30日以下の雇用契約…雇用条件通知書（押印不要） 

※１０ 大学欄は箇所長印を押してください。箇所長とは、学部・研究科・研究所・研究教育センター・附属機関の

長をさします。 

※１１ 研究費等で臨時雇用者を雇用する際、研究室だけでなく事務局でも勤務の状況等を把握しておくことが望ま

しいとの考えが文部科学省等の公的機関から示されています。ついては、2011年度からの取り組みとして、

公的研究費で雇用されるRAおよび31日以上勤務の研究補助者については、契約締結時に一度事務所へ来ても

らい、事務所職員と会う機会を設けることとします。なお雇用期間が30日以下で、雇用条件通知書とする場

合は、上記対応をとらず、教員から手交することも可とします。 

 

 

５．勤務管理について 

  
リサーチ・アシスタント（RA）と研究補助者は、「勤務管理システム」を使用し、日々の勤務管

理を行ってください。 

 

【書類記入上の留意点】 
■勤務管理システム 

・作業従事者ならびに業務管理者が勤務時間・勤務内容などの必要事項を勤務管理システムに入力し

てください。 

・「除外する時間数」の欄には、休憩時間（昼休み時間等）などの時間数を入力してください 

（勤務時間が 6 時間を超える場合は、必ず勤務の途中で原則として 1 時間（少なくとも 45 分以上）

の休憩時間を与えてください）。 

・１日 8 時間を超える勤務、および 22 時以降の深夜時間帯の勤務は指示しないでください。 

・「従事内容、作業内容」欄は、できるだけ詳細に入力してください。 

・日々の勤務時間の記入は 10 分単位とし、月当たりの計算は 10分単位となります。 

・給与は、給与厚生課にて一括して支払処理を行います。所定の給与支払運用スケジュール等をご留

意の上、勤務管理システムの箇所締め処理をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【TAと RAの兼職について】 
 

○ TAと RAの兼職運用ルール 
・TAと RA合計労働時間は、1日あたり 8時間以内、１週あたり 20時間未満としてください。 
 

【必要書類のフォーマットの保管場所】 
MyWASEDA_グローバルメニュー「人事厚生」_右側メニュー「人事厚生」_フォルダ「人事」_フォルダ

「臨時雇用申請書類」 

※なお、上記にアクセスできない場合は、所属箇所事務所を通して、申請書等を入手してください。 
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６．その他、注意事項 

（１）契約について 

①学部生・大学院生の RA・研究補助者は、登録授業時間帯と勤務時間が重複しないようにご注意ください。

また、当該学生の通常の研究指導、授業等に支障がないよう配慮してください。 

②勤務時間や業務内容、契約期間等は契約書の記載事項に変更のないようにしてください。 

やむを得ず雇用契約の内容を変更する場合は、変更手続きが必要です。 

 

（２）勤務について 

①RA・研究補助者等の雇用にあたっては、業務管理者自身が責任をもって業務管理・勤務管理を行うこと

が求められます。業務管理者が管理できない状況（海外や自宅での勤務等）でのRA・研究補助者勤務は

認められません。 

②休日や構内立入禁止期間における勤務についても、原則として認められません。やむを得ず休日等に勤

務を命じる場合は、事前に作業従事者本人へ伝えた上で、研究者自身が立会うようにしてください。 

③ 1日6時間を超えて連続して勤務を指示する場合は、必ず勤務の途中で原則として1時間（少なくとも45

分以上）の休憩時間を与えてください。 

④ 1日8時間を超える勤務、および22時以降の深夜時間帯の勤務は、指示しないでください。 

⑤ 特に公的研究費で雇用されている作業従事者は「従事内容、作業内容」欄に、当該研究課題に関する

補助業務であることがわかるよう、具体的な業務内容を入力してください。 

例）○○に関する資料収集、○○の実験結果のデータ入力等 

 

（３）給与・支払について 

①給与の支払いは、本人への振込が原則です。法律で、給与は毎月本人へ直接支払うことが義務付けられ

ています。必要に応じて「銀行口座振込依頼書」を入手し、登録を行ってください。 

②給与は、人事部給与厚生課にて一括して支払処理を行います。 

③当該研究に関連する者（研究代表者・研究分担者等）の親族等へ給与を支払うことは、好ましくはあり

ません。 

④RA、及び研究補助者が業務管理者（研究代表者）の業務指示に基づき、やむを得ず研究出張に同行する 

場合について、規程「学会および研究出張にかかわる旅費等に関する規程」の第２条項目２に基づき、 

旅費等の支出は可能です（なお、第２条項目２については本学学生についての記載となります。特例で 

認めている他大学院生の RA や学外者の研究補助者等に関しては、同規程の第２条項目４において、支 

出可否について判断することになります）。 

 

（４）予算管理について 

①公的研究費・学内研究費等は、単年度決算の場合、3 月勤務分を翌年度予算で支出することはできませ

ん。年度末の支出にあたっては、十分ご注意ください。 

②予算変更の手続き 

  ・公的研究費(公的研究費を含む)の雇用財源の変更について 

 「雇用契約の結び直し」が必要です。「契約条件変更届」により原契約の終了日を変更して契約を終了さ

せ、「雇用申請書」により新しい内容で改めて契約を行ってください。 

・公的研究費以外(公的研究費を含まない)の雇用財源の変更について 

 「契約条件の変更手続き」が必要です。「契約条件変更届」により原契約の予算コード等を変更してくだ

さい。 

変更手続の詳細については人事部作成「TA、RA、研究補助者、臨時職員の雇用手続きについて」をご確 

認ください。 

③給与支払済み勤務情報を含む契約の変更不可について 

 給与支払い済みの勤務情報がある場合、それを他の予算・契約に変更したり、それを含む契約の辞退を

行うことはできません。 

勤務管理システムの箇所締め画面にて各契約の概算給与額を確認することができますので、必ず箇所締

め時（給与支払い前）に予算残高の管理を行うようにしてください。 

 

 



 

 
2018.2.1 

研究推進部 

Q＆A 
 

申請書類・雇用契約書（又は雇用条件通知書） 

 
Q1-1）履歴書（原本）は毎回提出するのでしょうか？ 

Ans 
履歴書（原本）の提出は、年度に 1 回で結構です。同一年度内に、既に履歴書（原本）を

提出している場合は、履歴書のコピーで申請可能です。 

 

 

雇用条件（所定労働時間・雇用期間・勤務地など） 

 

Q2-1）日本学術振興会の特別研究員をRAもしくは研究補助者として雇用できますか？ 

Ans 
雇用できます。ただし、従事する前に特別研究員の受入研究者に「特別研究員報酬受給届 

＜様式 16＞」を日本学術振興会へ届け出る必要があります。 

また、特別研究員には研究専念義務がありますので、特別研究員の研究課題の研究遂行に 

支障が生じないようご留意ください（詳しくは「日本学術振興会特別研究員遵守事項およ

び諸手続の手引」を参照）。 

不明な点がある場合は、必ず雇用前に日本学術振興会へ確認してください。 

 
Q2-2）雇用契約を締結したものの、ご本人の都合で勤務しないことになりました。何か手

続きはありますか？ 

Ans 
全く勤務が発生しない場合は、「辞退届」を（株）早稲田大学アカデミックソリューショ

ンへ提出してください。また、雇用期間が予定より短縮になった場合は、「変更届」を（株）

早稲田大学アカデミックソリューションへ提出してください。雇用管理システムに、不要

な契約データが残っていると、労働時間の上限などにより、新たな雇用契約登録ができな

いことがあります。 

 
Q2-3）RAや研究補助者は学外で勤務することはできますか？ 

Ans 
RA や研究補助者等の臨時雇用者の学外勤務は認められておりません。ただし、やむを得ず

学外で業務を行う場合は、業務管理者（本学の教職員）が同行するなど、業務管理が行う

必要があります。雇用従事者が単独で勤務することは認められません。 

 

Q2-4）RAや研究補助者へ通勤費は支給できますか？ 

Ans 
通勤費は原則として支給しません（本学の大学院、または学部に在籍する学生でない者に

ついて研究推進部長が認めた場合や特別な事情がある場合は、この限りではありません）。

雇用申請書にその旨、記入（交通費申請書と添付書類を必ず提出）いただき、雇用契約書

（又は雇用条件通知書）へ明記することによって支給することができます。 

なお、本学の学生のように本学までの通学定期券を保有している場合は、支給できません。 

 

 

 



1 

 

その他 

 
Q3-1）研究補助者の年齢上限はありますか？ 

Ans 
研究補助者は、満 70歳を超えて在職できません。ただし、当該研究補助者が受入期間の中

途において満 70歳に達し、必要がある場合には、その受入期間の終わりに退職させること

ができます（なお、RAは満 65歳を超えて在職できません）。 

以 上 


