
２０２１年度
大学等の「復興知」を活用した

人材育成基盤構築事業の公募について

2021年3月
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（公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構



事業期間・公募対象機関等
全国の大学等が有する福島復興に資する知を集積・活用するため、浜通り市
町村等（※）において、組織的に教育研究活動を行う大学等を支援します。

【事業期間】２０２１年度～２０２５年度（原則５年間）
・本補助事業は、国及び福島県の毎年度の予算成立が前提となりますので、２年目以降の補助を保証するもの

ではありません。
・2年目以降の補助額は、毎年度の事業開始前（１月頃を想定）に計画調書の提出を受け、内定予定額（補助予
定額）を通知する予定です。また、毎年度の事業費は、各年度で精算することとなります。

・事業開始２年目の２０２２年度に採択事業の中間評価を行います。評価が低い場合には、２０２３年度を改
善措置期間とし、当該年度中に再評価を行う予定です。活動が停滞し、事業目的・目標の達成が困難など、再
評価の結果、改善の見込みがないと判断される場合には、４年目以降の補助事業を中止することがあります。

・中間評価に依ることなく、活動が著しく停滞している場合、要件を満たさないと判断される場合、事業目的
に沿った活動が実施されていない場合などには、改善を通知することとし、一定期間内に改善されない場合
には補助事業を中止することがあります。

【公募対象機関】大学、短期大学、高等専門学校
※ 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、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、

葛尾村、新地町、飯舘村（１５市町村）
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（公募要領 P１、２）



補助額
【補助額】500～5,000万円（初年度・年間）以下/件

重点的取組として選定された場合：5,000万円以下（3～4件程度）
上記以外の取組 ：2,000万円以下

※事業の規模や費用対効果等を勘案して、必要な金額を計上してください。
経費の妥当性、不可欠性も審査対象であり、明らかに過大、不必要な経費を計上して

いる場合は評価に影響があります。なお、補助対象経費を使用して実施する事業内容は、
原則として２月１５日までに実施するよう計画してください。
※審査の結果、申請金額から減額し決定することがあります。
※２年目以降の補助額は、毎年度の事業開始前に計画調書の提出（１月頃を想定）を受け、
初年度の予算規模をベースとして、前年度の活動状況（経費の執行状況も含む）や新たに予
算を必要とする特殊要因等の有無、計画調書の妥当性（設備備品費の必要性など）等を勘案
した上で決定することを想定しており、事業開始前に内定予定額（補助予定額）を通知する
予定です。前年度の活動が停滞している場合や連携市町村等との連携が図られていない場合
などには、補助額の算定に影響しますので、ご留意ください。
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（公募要領 P４）



補助対象となるための必須要件

➢（1）～（4）のいずれも満たしていることが必要です。
（1）浜通り市町村等内に拠点を設けている（又は設置の計画がある）こと。

（2）浜通り市町村等と連携協定を締結している（又は締結の計画がある）

こと。

（3）連携市町村、他大学等、地域企業等（※）と事業計画の推進に資する

連携体制（ネットワーク）を構築し、定期的な意見交換・情報共有

の場（会議等）を設けている（又は設置の計画がある）こと。

（4）事業計画に関して連携市町村と協議し、同意を得ていること。

※企業、商工団体、農業団体、NPO等
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（公募要領 P２）



事業内容（1）
（１）補助対象となる事業内容

以下①、②のいずれも実施することが必要です。

①人材育成目標の設定

浜通りの市町村等、他大学等、地域企業等と構築した連携体制（ネットワーク）において、当該地域に

おける人材育成目標（一般国民に分かりやすい形で具体的な目標）を設定すること。

②人材育成目標に基づく教育研究プログラムの開発・実施（以下a、bのいずれかに該当することが必要）

a）福島イノベーション・コースト構想に関わるテーマ（※）で、浜通りの市町村等の現地をフィールドとして、浜通り

の市町村等、他大学等、地域企業等と連携しながら実施する学生の人材育成のための教育研究プログラムであること。

b）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、他大学等、地域企業等と連携し

ながら、地域の子ども・若者、社会人等を対象として現地で実施する、福島イノベーション・コースト構想に関わる

テーマを担う人材育成のための教育研究プログラムであること。

※ 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・ドローン、エネルギー・環境・リサイクル、農林水産業、

医療関連、航空宇宙の重点分野及び本県の原子力災害からの復興に資する環境回復、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組をいう。
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（公募要領 P２、３）



事業内容（2）
（２）重点的取組の選定

前頁の（1）の事業内容に加え、以下①～③のいずれかに該当する取組は、審査の際、

本補助事業の「重点的取組」として数件（3～4件程度）選定することとします。

①浜通りの市町村等内の複数市町村と連携し、横断的・広域的に教育研究活動を展開する等、

面的に活動する取組

②浜通りの市町村等で同一分野の教育研究活動を行う他大学等との連携において中心的役割を

担い、恒常的なネットワークを形成し、教育研究活動の成果を蓄積、情報発信する等、同分

野の持続的発展に資する取組

③浜通りの市町村等における他の高等教育機関や研究機関と連携した教育研究の充実のため、

新たな拠点、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）等の設置に向けた取組
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（公募要領 P３）



市町村分科会の設置・参画

本補助事業では、市町村・同一市町村内で取り組む他大学等間の情報共有、各大学等の

事業推進に資する議論、地域課題の分析等を行い、同一市町村内の連携体制構築による

イノベーション・相乗効果の創出を目的として、各市町村において分科会を設置するこ

ととしますので、各大学等は、本補助事業に採択された場合、各分科会に参画いただく

こととなります。

分科会の構成員のイメージは、市町村、大学等、地域企業等です。分科会の設置にあ

たって、「幹事校」を設けることとしますので、計画調書「３．連携体制（ネットワー

ク）の構築 ④市町村分科会」に記載の幹事校の可否についてチェック項目を記入して

ください。可である場合には、分科会の活動内容についても記載し、開催等の分科会運

営に必要とする経費も計上してください。なお、同一市町村で複数大学から可との申請

があった場合には、採択時に一つの大学を選定することとします。

7

（公募要領 P３、４）



補助対象経費について

補助対象経費は下表のとおりですが、内定予定額（補助予定額）通知に記載の日以後に契約、支出され
るもので、当該年度の３月３１日までに発生する経費（事業完了日が当該年度の３月３１日以前の場合は
事業完了日までに発生する経費）で２月１５日までに額が確定しているもの（２月１５日時点での未払い
を含めることを可とするが、実績報告時（精算書類提出時）には未払いに係る根拠資料を必ず添付するこ
と）が対象となります。なお、本補助金は、各年度で精算することとなりますので、当該年度に発生した
経費は、翌年度の補助対象にはなりません。
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（公募要領 P４～１０）

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、通信運搬費、その他

一般管理費 一般管理費



公募期間
公 募 受 付 開 始 締 め 切 り

２０２１年３月１０日（水） ２０２１年４月７日（水）午後５時必着

事業開始までのスケジュール
・審査結果の通知：２０２１年５月上旬（予定）
・内定予定額（補助予定額）通知：２０２１年５月中旬（予定）
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（公募要領 P１１、１６）



申請書類の作成・提出等

申請書類の提出
◼ 提出期限 ２０２１年４月７日（水）午後５時まで（必着）

◼ 提出書類および提出部数

①申請提出書（様式１） １部

②計画調書等（様式２～５） １５部

③連携市町村の同意書（様式６） １部

④ＣＤ－Ｒ（Ｗ）（上記様式２～５の電子データ ＰＤＦ不可） １枚
※該当の有無に応じて、提出が必要な書類もありますので、詳細は公募要領をご覧ください。

公募要領・申請書類の配付
申請に必要な書類は、（公財）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/recruitment/14185
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（公募要領 P１１、１２）



申請書類の提出方法

【提出先】

〒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

教育研究活動支援課

※封筒表面に赤字で「202１年度「復興知」事業」と記載してください。

‣機構への持参も可能です。
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（公募要領 P１２）



選定方法、評価のポイント（１）
審査委員会において、以下の「評価のポイント」に基づき審査します。評価は「評価のポイン

ト」の項目をそれぞれ点数化し、総合点数により評価します。本補助事業は、浜通りの市町村等
における人材育成基盤を構築するものですので、浜通りの市町村等、他大学等、地域企業等と連
携体制（ネットワーク）を構築し、地域が一体となって事業推進が図られることを重視します。

〇評価のポイント
（１）事業の目的及び概要

福島イノベーション・コースト構想の実現に向け、高度な人材の長期的な教育・育成基盤の構築に

資するものかどうか。

（２）学内の実施体制

学内での実施体制が組織的に実施する取組になっているかどうか。

（３）連携体制（ネットワーク）の構築 ※審査では、当該項目を特に重視します。

①浜通りの市町村等、他大学等、地域企業等と定期的に情報共有、情報交換、協議等を行う連携体制

を構築し、教育研究プログラムの評価・改善等の事業推進に資する取組が期待できるかどうか。

②他大学等、地域企業等との連携協定を締結している（又は締結する計画がある）、多数の機関が

参画している（又は参画する計画がある）など、地域が一体となった連携体制を構築しているか

どうか。
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（公募要領 P１２、１３）



選定方法、評価のポイント（２）
〇評価のポイント（続き）
（４）人材育成目標の設定 ※審査では、当該項目を特に重視します。

福島イノベーション・コースト構想を担う人材、または、将来的に浜通りの市町村等の復興に資する

人材を育成する具体的な目標を設定しているかどうか。

（５）教育研究プログラムの開発・実施 ※審査では、当該項目を特に重視します。

①人材育成目標との整合性が取れているかどうか。

②浜通りの市町村等以外への波及可能性がある（先進性のある）、または、効果の高い教育研究

プログラムかどうか。

（６）事業の実施計画

①実施計画が妥当かつ具体的なものかどうか。

②地域のニーズを汲み取り、その活動の成果が還元されることが期待できる実施計画になっているか

どうか。

③浜通りの市町村等の現地での取組が十分に行われるかどうか（新型コロナウイルス感染症対策等で

現地での活動が困難な場合の具体策を含む）。

④２０２６年度以降（補助事業終了後）の事業継続性（継続するための財源確保方法等）があるか。
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（公募要領 P１３）



選定方法、評価のポイント（３）

〇評価のポイント（続き）
（７）過去の実績

過去の実績（浜通りの市町村等での活動の実績）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）。

（８）知の集積・進化への寄与

本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や知見

（学術的な価値）を期待できる取組であるか。

（９）各経費の執行

申請経費の内容が明確かつ妥当で、取組の実施上必要不可欠なものかどうか（費用対効果も含む）。
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以下の（１）～（７）の中で該当する項目がある場合は加点を行います。
（１）現地での教育研究プログラムを大学等の正規カリキュラム（単位認定）や履修証明プログラム等と

して実施している（又は実施する計画がある）。

（２）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（又は行う計画がある）。

（３）浜通りの市町村等内の複数市町村と連携し、横断的・広域的に教育研究活動を展開する等、面的な

活動を行っている（又は行う計画がある）。

（４）浜通りの市町村等で同一分野の教育研究活動を行う他大学等と連携体制（ネットワーク）を形成し、

教育研究活動の成果を蓄積、情報発信する等、同分野の持続的発展に資する活動を行っている（又

は行う計画がある）。

（５）浜通りの市町村等における他の高等教育機関や研究機関と連携した教育研究の充実のため、新たな

拠点、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）等の設置、浜通りの市町村等における大学間の単位互換を目指す取組を

行っている（又は行う計画がある）。

（６）市町村分科会の幹事校として活動する意向があり、具体的な活動イメージを持っている。

（７）連携市町村の現地拠点に連絡・調整等を行う現地スタッフ（駐在員等）を配置している（又は配置

する計画がある）。
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補助金交付に関して
補助金額の決定過程（初年度）
①応募書類の提出（大学等） ②応募書類の審査（当機構）

③事業の採択決定・通知（当機構）④内定予定額（補助予定額）通知（当機構）

⑤事業開始（大学等）

※２年目以降は、事業開始前（別途指定する日）に提出いただく計画調書を基に審査

を行う予定です。

※今回の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

県の予算成立後となります。

※補助金の支払いは、原則として、毎年度の事業完了後、実績報告書の提出を受けた

後に支払いとなります。活動開始に合わせて概算払を希望される場合には別途相談

に応じます。
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（公募要領 P１５）



申請にあたっての主な注意点
➢ 本事業の実施期間は５年間（２０２１年度～２０２５年度）です。（その後は、補助事業者が自ら実施

することが前提となります。）

➢ 補助対象経費を使用して実施する事業内容は、原則として２月１５日までに実施するよう計画してくだ
さい。

➢ 学生への旅費は、原則、浜通り市町村等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）。

➢ 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。（交付決定後、やむを得ず超える
場合は変更承認申請が必要です。）

➢ 一般管理費を計上する場合は、１０％の範囲内で、直近の大学等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程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。

➢ 本事業に採択された場合、毎年度開催予定の成果報告会やワークショップへの参加をお願いする予定で
す。

➢ 公募に関する詳細については、「２０２１年度 大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業
公募要領」を参照してください。
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（公募要領P１）
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（公募要領P７）

（公募要領P９）

（公募要領P４、１５）


