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２０２０年度学術研究活動支援事業（大学等の「復興知」を活用した 

福島イノベーション・コースト構想促進事業）公募要領（重点枠） 

                                         

 

                                                                                                                             

Ⅰ 事業の目的及び事業実施期間 

１ 事業の目的 

浜通り地域等では、県内大学等はもとより、県外大学等においても現地をフィール

ドとして、地元自治体とも連携しながら、福島イノベーション・コースト構想に掲げ

る廃炉等、ロボット、エネルギー、農林水産を始めとした様々な分野での教育研究活

動が行われています。 

本構想の実現には、科学技術・学術研究を推進するとともに、構想を担う高度な人

材の長期的な教育・育成の基盤を構築することが不可欠です。 

そこで、2018 年度からは全国の大学等が有する本県復興に資する知を、浜通り地域 

に誘導・集積するため、組織的に教育研究活動を行う大学等を支援する学術研究活動

支援事業（大学等の「復興知」を活用した福島イノベーション・コースト構想促進事

業）（以下「復興知」事業）を実施しています（2018 年度は全 20 件約１億４千万

円、2019 年度は全 28 件、3 億 8 千万円を採択）。 

本構想の実現や原子力災害からの復興を更に加速させるため、浜通り地域等で教育

研究活動の長期的継続・拡大を目指す取組みや浜通り市町村等での拠点の充実化、ま

た大学等間や研究機関とより連携した取組み等を行うより意欲的な高等教育機関に対

し、その実施や準備経費、スタートアップに対する支援を行う「重点枠」を 2019 年

度に引き続き公募します。 

    

 ２ 事業の実施期間 

   本事業の事業実施期間は２０１９年度から２０２０年度の２年間であり、その後は、

補助事業者が自ら実施することを前提としています。なお、公募は毎年度実施し、事業

採択も単年度毎となります。 

    

Ⅱ 公募要件 

 １ 公募対象機関 

   大学、短期大学、高等専門学校（以下「大学等」という） 

  

２ 補助対象となるための要件（以下（１）〜（２）のいずれかを満たしていることが必
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要です）。 

  （１）「復興知」事業の採択大学等（2018、2019 のいずれかで可）であること。 

 （２）「復興知」事業の採択大学等ではないものの、浜通り市町村等（※１）内に拠点

を設け（又は設置の計画があり）、浜通り市町村等（※１）と連携協定を締結し（又

は締結の計画があり）、「復興知」実施大学等と同等以上の取り組みを行っている

（見込める）大学等であること。 

 

３ 「復興知」事業の補助対象となる事業内容（以下（１）〜（３）のいずれかに該当す

ることが必要です）（従来の「復興知」事業と同じ）。 

（１）「福島イノベーション・コースト構想」（※２）に関わるテーマで、浜通り市町村

等（※１）の現地をフィールドとして、浜通りの市町村等（※１）と連携しなが

ら実施する学生の教育プログラムであること。 

（２）大学等の教員や大学院生等が中心となり、地域のニーズを踏まえ、浜通りの市町

村等（※１）と連携しながら現地で実施する、「福島イノベーション・コースト

構想」（※２）の実現に資する産業振興や人材育成に向けた取り組みであること。 

（３）大学等が有する専門的知見を活かし、本県の原子力災害からの復興へ向けて、浜

通り市町村等（※１）と連携しながら現地で実施する環境回復、健康管理、リス

クコミュニケーション、地域コミュニティの再生などの取り組みであること。 

 ４ 上記３の事業内容に加え、「復興知」事業（重点枠）の補助対象となる事業内容は以

下（１）〜（３）のいずれかに該当することが必要です。 

  （１）浜通りの市町村等（※１）にて、教育研究活動の長期的継続・拡大を目指す取り 

組み。 

（２）浜通りの市町村等（※１）にて、現地拠点の充実や拡大を目指す取り組み。 

（３）浜通りの市町村等（※１）にて、大学等間や研究機関と連携した教育研究活動の

取り組み。 

例１）浜通り市町村等（※１）のうち複数市町村で地域に根ざした具体的な活動を

行い、より広い範囲で地域に根ざした教育研究活動を展開する等、面的な活

動を目指す取り組み。 

例２) 浜通り市町村等（※１）での単位認定対象となる講義・実習の実施（複数高

等教育機関連携による単位互換の取り組みを含む）。 

例３）浜通り市町村等（※１）での他の高等教育機関や研究機関との共同研究充実

化のため、新たに拠点を設けるまたは連携大学院、連合大学院、共同大学院

（共同教育課程）、サテライトキャンパス（教育研究活動拠点の拡大・充実化） 

の設置等に向けた取組み。 

 

   ※1 浜通りの市町村等とは以下の 15 市町村をいう（以下同じ）。 

いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内
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村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町、飯舘村 

※2 「福島イノベーション・コースト構想」に掲げる廃炉、ロボット、エネルギー、

農林水産、環境・リサイクル等の各プロジェクトをいう。 

 

５ 補助額（上限） 

5,000 万円/件 

  ※想定採択件数 ３件程度 

※審査結果により、申請金額から減額し決定することもあります。 

 

６ 補助対象経費 

（１）経理管理について 

本補助金の財源は国の予算であるため、「補助金に係る予算の執行の適正化に関

する法律」、「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」に基づいた適

切な経理等を行わなければなりません。このことから、補助事業者は、本補助金の

経理管理に当たっては、補助事業者の規程等に基づき補助金の経理管理状況を常に

把握できるようにし、善良な管理者の注意をもって行い、公正かつ最小の費用で最

大の効果があがるように経費を使用するとともに、他の用途へ使用することは決し

て行わないようにしてください。 

① 補助対象経費・使用上の注意 

本補助金の補助対象経費は、下記のとおりですが、内定予定額（補助予定額）通知

後に契約、支出されるもので、2021 年３月末日までのもの（但し事業完了日が 2021

年３月末日以前の場合は事業完了日までに発生した経費）が対象となります。 

 

補助対象経費 内     訳 

物品費 設備備品費、消耗品費 

人件費・謝金 人件費、謝金 

旅費 旅費 

その他 外注費、印刷製本費、会議費、雑役務

費、通信運搬費、その他 

一般管理費 一般管理費 

 

【物品費】 

a) 設備備品費 

本補助事業を遂行するために真に必要な機械装置、工具器具備品等の購入、製造、

又は据付等に要する経費です。装置等の改造（主として機能を高め、又は耐久性を増

すための資本的支出）及びソフトウェア（機器・設備類に組み込まれ、又は付属し、
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一体として機能するもの）も含みます。なお、設備備品、消耗品の定義・区別につい

ては、補助事業者の規程等に基づき行ってください。 

（ⅰ） 設備備品には、大学改革推進等補助金により購入したものである旨を記し、

備品番号を付すなど適正に管理してください。 

（ⅱ） 設備備品の据付等に必要な経費としては、以下のようなものが考えられま

す。 

○設備備品を建物に取り付け、固定するために必要な経費 

○設備備品を設置し、調整するために必要な経費 

○設備備品の設置に必要な床の補強や防振材の取付けに必要な経費 

○設備備品の稼働に必要な電源の新設や、ガス、水道、排気、排水の配管に必要

な経費 

（ⅲ）本補助金で購入した設備備品は、適正化法第２２条に基づき、「補助事業者

等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する

財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分期限を定め

る件」（平成１４年３月２５日文部科学省告示第５３号）により制限されていま

すので、文部科学大臣の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできませんのでご注意くだ

さい。 

（ⅳ）本補助金は、物品購入を目的とするものではないため、設備備品費は、補助

対象経費の総額の５０％を超えないでください。なお交付決定後、やむを得ず

50％を超えるような場合は、あらかじめ変更承認申請を提出し承認を得ること

が必要です。 

(ⅴ) 設備備品の購入等に際しては、効果的な整備がなされるよう計画的な設備備

品の購入が望まれます。なお、補助対象経費としては、第３・四半期までの購入

を対象とします（第 4・四半期は、設備備品の購入はできません。（自己負担額

で購入した場合は除く））。 

 

ｂ）消耗品費 

本補助事業を遂行するために真に必要な教育研究活動用又は事務用の消耗品の経

費に使用できます。例えば、ソフトウェア、図書・書籍（学生の教科書など学生が

負担すべき費用については、補助の対象とはなりません。）、事務用品等が挙げられ

ます。なお、消耗品の定義・購入手続きは補助事業者の規程等に従ってください。

また、年度末に消耗品の購入が集中しないよう、計画的な購入が望まれます。 

 

【人件費・謝金】 

a） 人件費 
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本補助事業を遂行するために真に必要となる者（既に大学等で雇用する教職員を除

く。）を雇用等する場合の給与等に使用することができます。 

＜雇用等に当たっての主な留意事項＞ 

○既に他の経費により類似の給与等を受給している者に対して、本補助金から更に支

払うことにより、重複支給となることのないようにしてください。 

○学生を雇用する場合については、適切に手続きを行うとともに、当該学生の修学に

支障のないよう配慮してください。 

○本補助事業が終了、廃止又は中止した場合は、その事実が発生した日以降の雇用に

係る経費を本補助金から支払うことはできません。 

○具体的な単価等は、補助事業者の規程等に基づき算定してください。ただし、内容、

時間、背景等を踏まえ、常識の範囲を超えない妥当な根拠によらなければなりません。 

○教育研究補助作業を行う派遣社員についても、当該費目に計上してください。 

ｂ) 謝金 

本補助事業を遂行するための専門的知識の提供、情報収集、資料整理等について協力

を得た人に対する謝礼に必要な経費です。謝金の単価の算定は、補助事業者の規程等に

基づき適切に行ってください。 

 

【旅費】 

本補助事業を遂行するために真に必要な旅費に使用することができ、以下に示すもの

が考えられます。 

○ 業務・事業を実施するにあたり教職員、学生の出張又は移動にかかる経費（交通費、

宿泊費、日当、旅行雑費） 

○ 教員等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）等 

なお、旅費の算定は、補助事業者の規程等に従ってください。交通手段、交通経路に

ついては、効率的かつ経済的なものを社会一般の常識に照らして選択してください。ま

た、旅費を使用した場合は、本補助事業の遂行のために使用したことが、書面で確認で

きるようにしてください。 

    また、旅費（特に学生等の旅費）については、より経済的な旅費の執行を心がけてく

ださい（例 高速バス利用・貸し切りバス利用、農家民泊や市町村等関連施設の利用等）。 

    なお、学生への旅費については、原則、浜通り市町村等（※１）の現地に入るための

旅費を想定しています。学生への浜通り市町村等以外への旅費支給を希望する場合は、

別紙「旅費支給理由書」を添付してください（当該理由書の内容によっては認められな

い場合があります）。 

 

【その他】 

本補助事業を遂行するために必要な外注費、印刷製本費、会議費、通信運搬費、その他
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（諸経費）について、使用することができます。それぞれにおける留意点等は以下のとお 

りです。なお、間接経費は含みません。 

a)外注費 

本補助事業を遂行するために真に必要な外注にかかる経費に使用でき、以下に示すもの

が考えられます。 

○ 機械装置・備品の操作・保守・修理（原則として本補助事業で購入した備品の法定点

検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うこと

を含む）等の業務請負 

○ 通訳・翻訳・校正（校閲）・アンケート調査等の業務請負 等 

b) 印刷製本費 

本補助事業を遂行するために真に必要な資料等の印刷、製本に要した経費で、報告書、

テキスト、パンフレット等の印刷製本に要した経費が考えられます。 

c)会議費 

本補助事業を遂行するために真に必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要し

た経費であり、以下に示すものが考えられます。 

○ 会場借料 

○ 国際会議の通訳料 

○ 外部者が参加する会議等に伴う飲食代（アルコール類は除く。） 等 

d) 雑役務費 

 本補助事業を遂行するために真に必要な事業請負に伴う経費です。 

e) 通信運搬費 

本補助事業を遂行するために真に必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話

料等の経費であり、以下に示すものが考えられます。 

○ 電話料、ファクシミリ料 

○ インターネット使用料 

○ 宅配便代 

○ 郵便料 等 

 

f)その他 

上記の各項目以外に、本事業を遂行するために真に必要な経費であり、以下に示すも

のが考えられます。 

○ 広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 

○ 保険料（業務・事業に真に必要なもの（レンタカーの基本料金に含まれる保険料等、

強制的に加入が必要となるもの）。） 

○ 振込手数料 

○ データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス使
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用料を含む）、データベース使用料等） 

○ 書籍等のマイクロフィルム化・データ化 

○ レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く） 

 

【一般管理費】 

 事業を実施するために必要な経費ですが、当該業務分として経費の算定が難しい光熱水

料や管理部門の人件費（管理的経費）等にかかる経費で便宜的に業務の直接経費（設備備

品費、人件費、事業費）に一定の率（一般管理費率）を乗じて算定した額を一般管理費と

して計上することを認めています。 

 一般管理費の率は 10％の範囲内で、直近の大学全体の決算により算定した一般管理費率

と大学等の受託規定による一般管理費率を比較し、より低い率で適切に算定してください。 

 

【全体】 

また、経費の使用に際しては、以下のような点にも注意してください。 

a）経費の混同使用 

本補助事業に要した費用については他の経理と明確に区分し、また、本補助事業によ

り取得し又は効用の増加した財産は、補助金交付の目的に従ってその効率的運用を図ら

なければならないため、それらが困難となるような形で、本補助事業と他の補助金等を

混同させて１つの物品を購入することはできません。ただし、旅費については、補助事

業の用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合は、補助事業と他の経費の負担

区分を明らかにして支出することができます。 

b)契約の方法 

本補助金は、適正化法等が適用されるため、一般競争契約（契約に関する公示をし、不特

定多数の者による競争をさせ、最も有利な条件を提示した者との間で締結する契約方式）

などにより、公正かつ最小の費用で最大の効果があがるように経費を効率的に使用してく

ださい。 

c) 補助事業を実施する大学等以外での経費の使用（物品等の使用） 

補助事業を実施する大学等の敷地（又はその周辺）以外の場所で必要な事業を行う場合

は、それが補助事業の目的の達成のために必要であること、購入した物品等について適切

な管理が行えること、補助事業の終了後も善良な管理者の注意を持って管理し補助事業

の目的に従って効率的に運用できることの旨を、「学外経費使用理由書」（「別紙」参照）

に記述し提出することとなります（交付申請時に提出）。 

d) 使用できない主な経費 

各項目等で述べたものの他、本補助金で使用できない主な経費として、以下のようなも

のが挙げられます。 

（ⅰ）浜通り市町村等内に設置する拠点（例：〇〇大学〇〇センター）に係る施設賃借料 
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(ⅱ)建物等施設の建設、不動産取得に関する経費、施設の改修に関する経費 

ただし、本補助事業のために購入した設備・備品を導入することにより必要となる軽

微な据付費等については使用できます。（上記【物品費】参照） 

(ⅲ)大学等の教職員（本補助事業により雇用され、専ら本事業に従事する者を除く）の人

件費 

(ⅳ)本補助事業の遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

(ⅴ)学内の打ち合わせや会議等、シンポジウム等の一般参加者に係る飲食等経費 

(ⅵ)学生に対する学資金の援助のための経費（例えば、奨学金等） 

(ⅶ)その他本補助事業の遂行に関係のない経費（例えば、懇親会・学会参加費に含まれる

懇親会費・酒・煙草等） 

※ 本補助金が税金を原資としていることに鑑み、社会一般的にみても適切でない経費

や本来大学が負担すべきでない経費を負担しているものなどについて使用することは

できません。 

 

（２）補助対象期間・経費の執行管理 

補助対象経費は、内定予定額（補助予定額）通知後に契約・支出されるもので２０２

1 年３月末日までのものが対象となります（但し事業完了日が 2021 年 3 月末日以前の

場合は事業完了日までに発生した経費が対象になります）。したがって、内定予定額（補

助予定額）通知前に発生した経費及び事業完了日後に発生する経費は、補助対象とはな

りません。 

 

（３）支出簿等の作成・保存 

① 補助事業者は、補助対象経費に係る支出の内容を記載した支出簿（各大学等で使用

している帳簿に準拠したものでも差し支えありません。）を作成し、保存してください。

支出簿は、補助対象経費の使用に係る証拠書類に基づき記入してください。また、本補

助事業に使用した経費とそれ以外の経費を明確に区分してください。 

  ② 補助事業者は、支出簿の他、以下に掲げる書類等を整理し、適切に管理・保存して

ください。 

○審査の対象となった申請書等関連書類 

○交付申請書、交付請求書等関連書類 

○各種申請、届出、報告、通知等関連書類 

○実績報告書 

○その他本補助事業に関連してやり取りした書類 

③ 支出簿等の保存期間は、当該全補助事業が完了後５年間（各年度の補助事業終了後

５年間ではありません。）ですので、注意してください。 
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（４）証拠書類の作成・徴収・保存 

① 補助事業者は、補助対象経費を適正に使用したことを証する証拠書類（見積書、契

約書、請書、納品書、検査調書、請求書、領収書、旅行依頼書、旅行報告書、航空運賃

の見積書、出勤表、受領書、発注書、議事要旨、会議等における開催案内、出席者の写

し等。）を徴収・整理・保存しなければなりません。なお、交付決定後、実際に補助金

が振り込まれる以前に支払いをしたものについても、同様に取り扱ってください。 

② 証拠書類の保存期間についても、当該全補助事業が完了した年度の翌年度から５年

間（各年度の補助事業終了後５年間ではありません。）ですので、注意してください。 

  また、当該全補助事業が完了した年度の翌年度から５年間は、当機構や福島県、国の要

求があった時はいつでも閲覧に供せるよう保存しておいてください。 

 

Ⅲ 応募書類の配付  

  本要領も含めて申請に必要な書類は、公益財団法人福島イノベーション・コースト構想

推進機構のホームページからダウンロードできます。 

 URL：https://www.fipo.or.jp/ 

 

Ⅳ 応募書類の提出   

 １ 申請書類の提出期間 

   2020 年 2 月 14 日（金）〜2020 年 2 月 28 日（金）午後５時まで（必着） 

   提出期間経過後の内容変更に伴う差し替えや訂正は認めません。誤記入や記入漏れ 

がある場合には、審査の対象外となる、あるいは、誤ったままの状態で審査に付される 

可能性がありますので、十分にご注意ください。 

  

２ 提出書類および提出部数（詳細は別紙「申請書類の作成について」を参照のこと） 

   ・申請提出書（重点枠）（様式 1-1）（片面印刷）                    １部 

      ・申請提出書（重点枠）（様式 1-2〜1-3）（片面印刷）※共同申請の場合提出  １部 

      ・計画調書（重点枠）（基本情報）（様式 2-1）（両面印刷）                 20 部 

   ・計画調書(重点枠)（基本情報）（様式 2-2）（両面印刷）※共同申請の場合提出 20 部 

・計画調書（重点枠）（様式 3〜4）（両面印刷）                    20 部 

      ・事業概要（重点枠）（様式 5）（片面印刷）                              20 部 

    ・大学組織としての意思決定を裏付ける資料（写し可）（片面印刷）        20 部 

・別紙旅費支給理由書（片面印刷）（該当ある場合のみ提出）          20 部 

    ※浜通り市町村等と連携協定等を締結している場合はその写しも 20 部添付すること。 

      ・CD-R(W) （上記申請書類（様式 2〜5）の電子データ PDF 不可） １枚 

 

   ※上記以外にも採否の判断のため、別途必要な書類の提出を求めることがあります。
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なお、提出書類は返却しませんので、ご注意ください。 

 

３ 提出方法 

  提出は次の宛先に必要書類を郵送してください。郵送時には簡易書留を利用するな 

ど、書類の送付記録が残る方法で提出してください。また、持参による受付も可とします。

締切に余裕を持ってご提出ください。 

 

（提出先） 

〒960-8043 福島県福島市中町字１番１９号 中町ビル６階 

（公財） 福島イノベーション・コースト構想推進機構 教育研究活動支援課 宛 

※封筒表面に赤字で「2020 年度「復興知」事業（重点枠）」と記載してください。 

  

 Ⅴ 補助事業の選定 

 １ 選定方法 

   審査委員会において、「Ⅱ 公募要件」を満たす申請について、下記の「２ 評価の

ポイント」に基づいて審査します。 

 

 ２ 評価のポイント 

   評価は以下の項目をそれぞれ点数化し、総合点数により評価します。なお申し込み多

数の場合、評価（総合点数）の高いものから採択とします。 

審査項目は以下のとおりです。 

  （１）事業計画の審査 

     実施計画は妥当かつ具体的なものとなっているかどうか。 

  （２）実施体制の審査 

    ①学内での実施体制が組織的に実施する取り組みになっているかどうか。 

    ②浜通り市町村等の現地での取り組みは十分行われているかどうか。 

  （３）浜通り市町村等との連携体制 

    浜通り市町村等と連携した取り組みとなっているか（評価にあたって連携市町村

の意見等を参考にする場合があります）。 

  （４）大学等間の連携を目指す取り組みになっているかどうか。 

  （５）知の集積への寄与 

     福島県の原子力災害からの復興及び「福島イノベーション・コースト構想」の実

現に資する成果を期待できる取り組みであるか。 

  （６）各経費の執行 

     申請経費の内容が明確かつ妥当で、取り組みの実施上必要不可欠なものかどう

か。 
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  （７）事業の継続性 

     2021 年度以降（補助事業終了後）の事業継続性（財源確保等）はあるか。 

  （８）今回の取り組みがⅡ４に掲げる重点枠の事業内容に合致した取り組みであるか。 

（９）過去の実績 

過去の実績（浜通り市町村等での活動の実績（2019 年度採択事業に関しては

2019 年度の事業の実績））についての評価（評価にあたって連携市町村の意見等

を参考にする場合があります）。 

 

３ 加点する項目 

  以下の（１）〜（９）の中で該当する項目がある場合は加点を行います（計画を含む）。 

（１）過去に学術研究活動支援事業（大学等の「復興知」を活用した福島イノベーショ

ン・コースト構想促進事業）の採択実績がある。 

  （２）現地での学生教育活動が正規のカリキュラム（単位認定）として実施している。 

（３）現地活動に対する大学等の全学的な推進体制を構築している。 

（４）取り組みが大学組織のミッションとして位置づけられている。 

（５）帰還困難区域を抱える市町村で具体的な活動を行っている。 

（６）浜通り市町村・地域企業等に対して、イノベーション・コースト構想に関連した

産業の振興に寄与する具体的な支援を行っている。 

（７）浜通り市町村のうち複数市町村で地域に根ざした具体的な活動を行う等、面的な

活動を行っている。 

（８）浜通り市町村で活動する大学間の連携やネットワーク構築に寄与する具体的な

取り組みを行っている。 

（９）浜通り市町村での大学間の単位互換や共同大学院・連携大学院等の設置、サテラ

イトキャンパスや学部・大学院の設置、福島復興に関する研究者コミュニティの形

成等を目指す取り組みを行っている。 

 

 ４ 審査結果の通知 

    審査委員会は非公開で行われ、採択案件の決定後に、全ての申請者に対して採択・ 

不採択を通知します。また、採択の場合であっても条件付きの採択や申請金額を下回 

る金額となることがあります。なお、審査結果についての質問や異議申し立ては一切 

受け付けません。 

 なお、採択された事業については、その内容について、当機構のホームページ等で 

公表しますので、予めご了承願います。 

  

５ 採択大学等の責務 

  （１）取り組みの公表 
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     当機構では、当該事業で得られた研究成果等をホームページ等で公表するなど、

積極的な普及活動に努めますので、ご協力をお願いします。また、本事業に採択さ

れた場合、２０２０年度に開催予定の「福島復興学ワークショップ」への参加をお

願いする予定です。 

 

Ⅵ 補助金交付と事業完了後の手続き 

 １ 交付決定 

   採択決定後、交付申請書を提出してください。   

   採択決定の際、補助金額について経費毎の積算等について審査を行い、必要と認めら

れた経費のみが実際の補助金額となります。よって、実際の補助金交付決定額は、必ず

しも申請金額とは一致するものではありません。 

   なお、補助対象経費は内定予定額（補助予定額）通知後に契約、支出されるものとな

りますので注意してください（採択決定後ではありません）。 

  

Ⅶ その他 

 １ 補助金における不正等への対応 

   不正等が発覚した場合、「学術研究活動支援事業補助金（大学等の「復興知」を活 

用した福島イノベーション・コースト構想促進事業）交付要綱」等により、以下の

措置を講じることとします。 

  （１）大学に対する措置 

     不正等があった補助金において、当機構は、大学等に対し、事案に応じて、交付

決定の取消し等を行い、また、補助金の一部又は全部の返還を求めます。 

  （２）事案の公表 

     不正等があった場合、当該不正事案の概要（大学名、不正等の内容、講じられた

措置の内容等）について、原則公表することとします。 

  （３）新たに公募するプログラム採択時における確認 

    （１）の内容については、新たに公募するプログラムを採択する際に参考として活

用することとします。 

 

２ 応募書類の必要事項が記載されていない、必要な添付書類がないといった場合には

不採択となることがありますので、ご注意ください。 

  

３ 補助金の支払については、原則として、補助事業者から実績報告書の提出を受けた後

に支払いとなります。 

ただし、活動開始に合わせ概算払を希望する場合には別途相談に応じます。 
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４ 事業実施中や完了後に、当機構や福島県、国による書類の調査や現地調査を行われる

場合があります。ご協力をお願いします。 

  

５ 国や県等が実施する他の補助事業に申請し採択された場合、事業内容に重複がある

と本事業として経費措置を受けることができなくなりますので、申請に際して、他の経

費措置を行っている事業との区分・相違など十分整理した上で、本事業に申請してくだ

さい。 

  

６ その他、不明点が生じた際はご相談ください。  

   問合せ先 

   〒960-8043 福島県福島市中町 1 番 19 号 中町ビル 6 階 

         （公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構 

         コーポレート部門 教育・人材育成部 

         教育研究活動支援課 電話 024-581-6891 

  

７ 事業開始までのスケジュール 

   ・公募期間             2020 年 2 月 14 日（金）〜2 月 28 日（金） 

   ・採択決定・通知          2020 年 3 月 24 日頃（予定） 

   ・内定予定額（補助予定額）通知   2020 年 4 月上旬（予定） 

   （事業開始） 

    

      ※当該公募は、次年度の準備行為として行われるものであり、事業開始は国・福島県

の予算成立後になります。 

 


