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平成２８年度「産学連携サービス経営人材育成事業」に係る補助事業者募集要領 

（大学等における「サービス経営人材育成」教育プログラム開発） 

 

平成２８年１月２９日 

経 済 産 業 省 

商 務 情 報 政 策 局 

サ ー ビ ス 政 策 課 

 

経済産業省では、平成２８年度「産学連携サービス経営人材育成事業」を実施する補助事

業者を、以下の要領で広く募集します。応募に際しては、交付要綱も併せてご確認ください。 

 ※本事業は、平成２８年度予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、 

採択予定者の決定となり、事業実施には当該予算案の国会での可決・成立が必要となります。 

 

 

１．事業の目的 

今や日本の GDPの 3/4を占めるに至ったサービス産業の生産性向上・競争力強化は、「名

目 GDP600兆円」の実現に向けて必要不可欠である。このためには、とりわけ、大学等に

おけるサービス産業の人材育成が重要である旨が「日本再興戦略改訂 2015」（平成 27 年

6月 30日閣議決定）や「サービス産業チャレンジプログラム」（平成 27年 4月 15日日本

経済再生本部決定）に位置づけられたところ。 

 

一方、人口減少と少子高齢化等が進展し人手不足が深刻化する中、日本型雇用慣行が

変容し、とりわけサービス産業において企業内教育訓練が縮小している。更には、産業

構造変化・技術革新が進む中、サービス産業においても個々の人材に求められる能力は

複雑・高度化しており、サービス産業における人材育成はこうした観点からも急務とな

っている。 

 

こうした背景を踏まえ、本事業では、大学等（短期大学、専門職大学院、大学院を含

む。）が、産業界（主にサービス事業者）と連携し、サービス産業の次代の経営者やマネ

ージメント人材（以下「サービス経営人材」という。）を目指す学生や社会人を対象とし

た実践的かつ専門性を有する教育プログラム（以下「サービス経営人材育成プログラム」

という。）の開発、及び実証を行う取組を支援する。本事業で開発された教育プログラム

が大学等の教育課程に反映され、サービス経営人材を目指す学生や社会人がこれを学び、

実践的かつ専門的な知識・能力を修得することで、サービス産業における新たなイノベ

ーションを創出しうるサービス経営人材の育成を目指す。 

 

補助事業の公募に係る募集要領 
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２．事業スキーム 

 （１）大学等のみで事業を実施する場合（複数大学の共同提案も可） 

  経 済 産 業 省   

    （申請）↑  ↓（補助）   補助率：定額（10/10） 

    大学等（補助事業者） 

      

 （２）大学等が、サービス産業の経営に関する専門性を有する民間事業者等（以下「コー

ディネータ」という。）と共同で事業を実施する場合 

     経  済  産  業  省      

      ↓（補助）補助率：定額（10/10）  ↑（共同申請）    ↓（補助）補助率：2/3 

    大学等（補助事業者） ＋ コーディネータ（補助事業者） 

 

３．事業内容 

   大学等が、産業界（主にサービス事業者）と産学コンソーシアム（以下「コンソーシ

アム」という。）を組成し、サービス産業に関する最新の経営ノウハウや、大学等に対す

るサービス経営人材育成に関する産業界のニーズを踏まえた教育プログラムのあり方、

産業界ニーズを踏まえた当該プログラムの後年度の見直しのあり方、大学等に留まらな

い当該プログラムの普及のあり方等を討議し、サービス産業に特化した経営理論、産業

界と連携した先駆的な実践教育（先駆的な共同プロジェクト・インターンシップ、産業

界からの経営講座等）等で構成するサービス経営人材育成プログラム及び教材を開発・

実証する取組について、必要な経費に対して補助を行う。 

 

４．申請要件 

   優先推進枠及び一般推進枠の２つの申請枠を設け、それぞれの申請要件は以下のとお

りとする。 

 

（１）優先推進枠と一般推進枠の考え方 

  優先推進枠については、サービス産業の活性化・生産性向上の観点から、より重要な分

野（４．（２）を参照）に絞りつつ、当該分野における先駆的なサービス経営人材育成プロ

グラムを、産学連携をより効果的に進めながら、より一層迅速かつ大規模に進めるものを

対象とする。 

  以下、（２）～（６）まで及び（８）は両枠共通、（７）は優先推進枠のみに求める要件

とする。 

 

（２）対象分野 

経済用語におけるいわゆる「サービス」（効用や満足などを提供する形のない「財」）や、



3 
 

これを取り扱ういわゆる「サービス産業」（第三次産業を指す）に関する経営を対象とする

もの。例えば以下のような分野（横断的にいくつかの分野に跨るものも可）がこれに該当

するが、これに限らずサービスに関する経営は広く本事業の対象とする。 

 

・業種：サービス産業（第３次産業全般で捉えたもの）、卸売、小売、運輸、飲食、宿泊、

観光、医療、介護、保育、情報通信、金融、不動産、生活活関連サービス、娯楽、経

営コンサルティング、公共サービス、教育サービス、その他ＢｔｏＣサービス 

 

・経営手法等：サービス・ベンチャー経営、製造業のサービス化、サービスマーケティ

ング、サービスサプライチェーンマネジメント、サービス国際展開  

 

なお、優先推進枠の対象分野については、「サービス産業チャレンジプログラム」（平成

27 年 4月 15日日本経済再生本部決定）を踏まえ、以下を対象とする。 

 

・卸売業、小売業、運輸業、飲食業、宿泊業、観光業、医療業、介護業、保育業、サー

ビス産業（第３次産業全般で捉えたもの） 

 

（３）開発するプログラムの内容  

① 学位プログラム、履修証明プログラム又は大学独自の修了証等を与える教育プログラ

ムの全部又は一部の教育プログラムを開発する取組であること。 

② 開発するプログラムの計画内容が具体的かつ体系的なものであること。以下に掲げる

事項は必ず含むものとする。 

   ア）開発するプログラムの名称・目的 

   イ）修得すべき能力、育成する人材像 

   ウ）教育内容（授業科目等） 

   エ）教育方法 

③ プログラムの対象者を明確にすること（例：学部生、大学院における社会人の学び直

しなど）。 

④ サービスに関する実践的かつ専門性を有するプログラムとするため、産業界とコンソ

ーシアムを組成し、最新の経営ノウハウや、産業界からみた教育機関へのニーズを踏

まえた教育プログラムのあり方等を討議し、これらを反映させたものであること。 

⑤ 開発する科目群が、対象分野に関する実践的で専門的な知識や能力の修得に資するも

のであること。このため、例えば以下に掲げる教育方法を効果的に組み合わせて取り

入れる計画であること。 

  ア）実務家教員や実務家による授業 

  イ）双方向若しくは多方向に行われる討論 
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  ウ）実地での体験活動 

  エ）企業等と連携した授業 

  オ）専門理論による授業 

 ⑥ 平成 27年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の採択大学については、当該事業

の成果に照らした新規の内容を盛り込むこと。 

 ⑦ 開発するプログラムの実施に向けた新たな教材を開発するものであること。 

 

（４）開発の実施体制 

 ① 産業界（主にサービス事業者）と連携してプログラム開発を行うためのコンソーシア

ムを設置すること。 

 ② コンソーシアムとは、本事業の実施主体である大学等と、民間事業者、経済団体、自

治体等を構成員として、サービス産業に関する最新の経営ノウハウや、大学等に対す

るサービス経営人材育成に関する産業界のニーズの提示や、当該ノウハウ及びニーズ

を踏まえた教育プログラムのあり方、産業界ニーズを踏まえた当該プログラムの後年

度の見直しのあり方、大学等に留まらない当該プログラムの普及のあり方等を議論す

る場とする。 

③ コンソーシアムには、本事業に応募する大学等が属する地域に所在するサービス事業

者を含め、少なくとも１０者以上（地方自治体、経済団体等も参画可能）が参画する

こと。 

④ 設置するコンソーシアムの目的・概要、コンソーシアムの構成員の役割がそれぞれ明

確であること。 

 ⑤ 事業全体の検証・改善が図られる体制を構築すること。 

 ⑥ 本事業で開発する教育プログラム及び当該プログラムを反映する教育課程について、

産業界が評価する体制（委員会等）を設ける計画又は目標を有すること。 

 

（５）開発の実施計画 

 ① 教育課程への反映に向けた全体スケジュール及びこれに向けた各年度の実施計画が適

切に設定されていること。 

② 事業実施期間終了後の継続性に配慮した計画であること。 

③ プログラムの開発、実証、評価等を経て、教育課程への反映スケジュールが明確な計

画であること。 

④ 平成 27年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の採択大学については、当該事業

の成果に照らして、実施計画を改善した点を盛り込むこと。 

 

（６）事業の適切性 

 ① 新たな教育プログラムを開発する取組であること。過去、委託費・補助金等で国が支
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援した取組の場合に関するものである場合、その成果を元にした新たなプログラム開

発を行うものであること。 

 ② 事業実施期間内に開発・実証が実現できる適切な年度実施計画を作成すること。 

 ③ 事業終了後も、開発した教育プログラムを継続して実施する体制が整っていること。 

④ 開発したプログラムは、教育課程への反映する確度が高いものであること。 

 ⑤ 他の委託費・補助金等を受けている場合、本事業で開発するプログラムの内容及び資

金の使途と明確に区分けされていること。 

 

（７）優先推進枠に求める要件 

 優先推進枠については、上記に加え、以下を満たすこととする。 

 ① 学部や学科、修士・博士課程レベルの大規模なカリキュラム組成・変革を行う取組で

あること。 

 ② 開発したカリキュラムを定期的に産業界が評価する仕組みが示されていること。 

③ ４．（２）対象分野に記載のとおり、「サービス産業チャレンジプログラム」（平成 27

年 4月 15日日本経済再生本部決定）を踏まえ、以下を対象とする。 

  

・卸売業、小売業、運輸業、飲食業、宿泊業、観光業、医療業、介護業、保育業、サ

ービス産業（第３次産業全般で捉えたもの） 

 

（８）その他 

 ① 事業実施後の成果物は、学位プログラム、履修証明プログラム又は大学独自の修  了

証等を与える教育プログラムの全部又は一部の教育プログラムの構成案（シラバス）、

当該構成案に基づく新たな教材、当該構成案及び教材を作成するために行った調査、産

学コンソーシアムでの検討内容等を基本とする。 

 ② 事業実施による成果物は、経済産業省等が開催する事業を実施した大学等が参加する

シンポジウム等にて公表し、経済産業省が広報等に使用するため、協力すること。（例

えば、優れた教育プログラムについては表彰する等を検討している。） 

 ③ 経済産業省の求めに応じ、経済産業省の他のサービス政策と密に連携すること。 

 

 

５．事業実施期間 

  平成２８年度の実施期間は、交付決定日～平成２９年３月３１日とする。なお補助事業

者は、予算成立を条件として、最長３年間本事業を実施することができる（平成２７年度

に支援を受けた大学は、平成２８年度も採択された場合、最長で平成２９年度までとする。）。 

 但し、次年度以降は、当該年度の全体予算の状況や、各大学の取組状況によって、毎年度

公募・採択を行うため、必ずしも３年間の支援を決定するものではない。 
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６．申請主体 

  大学等単独によるもの、大学等がコーディネータと共同して行うものの両者を可能とす

る。（申請はこのいずれかとする。） 

（１）大学等のみで事業を実施する場合 

・大学等においては大学等の設置者（国立大学法人、公立大学法人、学校法人、地方公

共団体）とし、申請者は大学等の学長（以下「学長」という。）とする。 

・申請は、大学等を単位とする。それ以外（学部、学部の学科、研究科、研究科の専攻、

短期大学の学科及び専攻課程）の単位で申請することはできない。 

・複数の大学等が共同して事業を実施することも可能。また、開発・実証に関する業務

のうち一部を他大学等や民間事業者に委託し、実施することも可能。（ただし、申請は

一つの大学等によるものとし、複数大学等の連名による共同提出は認められない。） 

 

（２）大学等がコーディネータと共同で事業を実施する場合 

・大学等とコーディネータとの共同申請とする。 

・大学等の事業については複数の大学が共同して事業を実施することも可能。また、開

発・実証に関する業務のうち一部を他大学等や民間事業者に委託し、実施することも

可能。（ただし、申請は一つの大学等によるものとし、複数大学等の連名による共同提

出は認められない） 

・コーディネータについては次の要件を満たす企業・団体等とする。なお、コンソーシ

アム形式による申請も認めるが、その場合は幹事法人を決めるとともに、幹事法人が

事業提案書を提出すること。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委託する

ことはできない。） 

①日本に拠点を有していること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領（平成１

５・０１・２９会課第１号）別表第一及び第二の各号第一欄に掲げる措置要件のい

ずれにも該当しないこと。 

  

７．補助金交付の要件 

（１）採択予定件数 

１５～１８件程度（うち、２件程度は優先推進枠として支援を行うことを想定している。） 

 

（２）補助率・補助額 

 【優先推進枠】 
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  ○大学等 

   定額補助（１０／１０）とし、１６，０００，０００円を上限とする。なお、最終的

な実施内容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定する。 

○コーディネータ（大学等との共同申請の場合のみ） 

補助対象経費の２／３以内、５，０００，０００円（事業額７，５００，０００円）

を上限とする。最終的な実施内容、交付決定額は、経済産業省と調整した上で決定する。 

 

 【一般推進枠】 

  ○大学等 

   定額補助（１０／１０）とし、９，５００，０００円を上限とする。なお、最終的な

実施内容、交付決定額については、経済産業省と調整した上で決定する。 

○コーディネータ（大学等との共同申請の場合のみ） 

補助対象経費の２／３以内、４，５００，０００円（事業額６，７５０，０００円）

を上限とする。最終的な実施内容、交付決定額は、経済産業省と調整した上で決定する。 

 

（３）支払時期 

補助金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払とする。 

※事業終了前の支払い（概算払）が認められる場合は制限されるため、注意すること。 

 

（４）支払額の確定方法 

事業終了後、事業者より提出される実績報告書に基づき原則として現地調査を行い、

支払額を確定する。 

支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計とする。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿

類及び領収書等の証拠書類が必要となる。また、支出額及び内容についても厳格に審査

し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性がある。 

 

８．応募手続き 

（１）募集期間 

募集開始日：平成２８年１月２９日（金） 

締切日：平成２８年２月２６日（金）１２時必着 

 

（２）説明会の開催 

開催日時：平成２８年２月５日（金）１４時～１５時 

場所：経済産業省 本館１階西共用会議室 （東京都千代田区霞が関１－３－１） 
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説明会への参加を希望する方は、平成２８年２月３日（水）１２時までに申込を行

うこと。 

連絡の際は、メールの件名（題名）を「産学連携サービス経営人材育成事業説明会

出席登録」とし、本文に「所属組織名」「出席者の氏名（ふりがな）」「所属（部署名）」

「電話番号」「ＦＡＸ番号」「E-mail アドレス」を明記すること。 

申込先：sangaku-service@meti.go.jp 

   ※各経済産業局において開催される場合は、開催局のホームページにて確認

すること。 

 

なお、会場の都合により、説明会への出席については、一法人当たり２名までとす

る。また、出席者多数の場合は説明会を複数回に分け、時間を調整することがあるた

め、予め了承のこと。 

説明会へ出席しなくとも、本事業への応募は可能とする。ただし、本事業の趣旨、

仕組みをよく理解していただくため、可能な限り説明会へ出席することを推奨する。

※参加に当たっては、受付時に名刺を１枚提出すること。 

 

（３）応募書類 

【注意事項】 

 ●応募書類の用紙サイズはＡ４（様式１及び様式２はＡ４縦）で統一し、それぞれフラッ

トファイル等に綴じ、フラットファイルの背表紙には「平成２８年度産学連携サービス経営

人材育成事業提案書 ○○大学」と記載すること（※「○○大学」にはそれぞれの大学等名

を記載すること。）。 

 ●応募要件を満たし優先推進枠として申請する場合、一般推進枠へも併せて応募すること

を可とする（記載方法は提案書様式を参照すること。）。 

① 以下の書類（コーディネータ分は共同申請の場合のみ）を該当する申請先に提出するこ

と。郵送の場合、宛名面には「平成２８年度産学連携サービス経営人材育成事業提案書」

と記載すること。 

・提案書（様式１、２、別紙）＜正１部、副本（複写可）９部＞ 

・取組の概要（様式３）＜１０部＞ 

・提案書（様式１、２、別紙）及び取組の概要（様式３）の電子媒体を収めたＣＤ－Ｒ

＜１枚＞ 

・大学等及びコーディネータの概要が分かるもの（パンフレット等）＜１０部＞ 

・コーディネータの直近の財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）＜１０部＞ 

・コンソーシアムに参画する企業等の概要資料（パンフレットやホームページを印刷し

たもの等）＜１０部＞ 

 

mailto:sangaku-service@meti.go.jp
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② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しない。ただし、

採択された申請者については、公募要領９．（３）のとおり、採択者名（法人番号含む）、

採択案件名を経済産業省のホームページで公表する。なお、応募書類は返却しない。機

密保持には十分配慮するが、採択された場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関

する法律」（平成１１年５月１４日法律第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法

人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となることを了承のこと。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれない。また、選定の正否を問わず、提案書の作成費

用は支給しない。 

④ 提案書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となるため、予算額内で

実現が確約されることのみ表明すること。なお、採択後であっても、申請者の都合によ

り記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となりうる。 

 

（４）応募書類の提出 

応募書類は郵送・宅配便等により各経済産業局担当課（後述参照）「平成２８年度産学

連携サービス経営人材育成事業」担当あてに提出すること。 

※ ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審査

対象とみなさないため、記入要領等を熟読の上、注意して記入すること。 

※ 締切を過ぎての提出は受け付けない。郵送等の場合、配達の都合で締切時刻までに

届かない場合もあるため、期限に余裕をもって送付すること。 

 

９．審査・採択について 

（１）審査方法 

審査は原則として応募書類に基づいて行うが、必要に応じてヒアリング及び現地調査

を実施するほか、追加資料の提出を求めることがある。 

 

（２）審査基準 

   以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行う。 

 

 ＜事業の横断評価＞ 

①提案内容が交付の対象となるものか。 

②提案内容が本事業の目的に合致しているか。 

③事業の内容、実施方法、スケジュール等が具体的かつ妥当なものか。 

④事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 

⑤本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑥本事業の関連分野に関する知見・経験を有しているか。 

⑦補助対象経費が事業内容に応じた適切なものとなっているか。また、必要となる経費・
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費目を過不足なく考慮し、適正な積算が行われているか。 

 

 ＜教育プログラム＞ 

  ⑧人材育成像の設定が、産業分野、職種、スキル等を明確にしたものであるか。更に、

産業構造、地域経済、人材需要の状況や変化に対応したものであるか。 

  ⑨提案する事業内容が、地域や業界のニーズを踏まえ、地域での波及や全国でのモデル

となることが期待される効果的な内容であるか。 

  ⑩教育機関における教育課程の位置づけが明確であり、新規性があるか。 

・新規性については、申請教育機関に留まらず、実践面又は専門面において、日本

全国で新規性を有するものを目指していることが望ましい。また、既にある教育

プログラムの単なる組み換えや名称替えと判断されるものは、新規性を有さない

ものと判断する。 

・位置づけが明確であることについては、（本事業に申請する教育機関における）既

存の教育課程の各教育プログラムとの違いや役割分担が明確であることとする。 

・平成 27年度「産学連携サービス経営人材育成事業」の採択大学については、当該

事業の成果に照らした新規の内容が明確であること 

  ⑪申請大学等内に留まらず、e-learningの活用を含め、全国的に当該プログラムを普及

する工夫があるか。 

  ⑫実践力を強化するために、例えば、以下のような教育方法で授業を行う教育プログラ

ムを開発する取組である等、効果的な工夫が計画されているか。また、実践的な授業

が、目標とする経営人材の育成に効果的なものであるか。 

    ・実務家、実務卓越性に基づく教員、研究能力を併せ有する実務家教員等による授

業 

    ・インターンシップ、留学や現地調査等、大学と受入先が連携し共同で開発した実

地での体験活動 

    ・課題発見・解決型学習、ワークショップ等、双方向若しくは多方向に行われる討

論 

    ・企業等とのフィールドワーク等、企業と密接に連携した授業 

  ⑬例えば以下のような取組により、対象とする特定の職業、一定の産業、職業分野に関

し、経営人材として有すべき高度な専門性が深化する教育プログラムであるか。 

    ・海外の先駆的な教育機関との効果的な連携（単位互換等） 

    ・対象分野の専門・最新の知識を有する教員による授業 

  ⑭社会人の学び直しを対象とする場合、社会人が受講しやすい工夫の整備（週末・夜間

開講、集中開講、e-learning 等） 

 

＜産学連携による実施体制＞ 
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⑭コンソーシアムには、教育プログラムの開発等のため必要な範囲において、大学等が

これまでに連携したことのない企業の新たな参画を計画しているか。 

⑮本事業で開発する教育プログラム及び当該プログラムを反映する教育課程について、

サービス事業者やサービス産業の業界団体等が相応数参画し、定期的に評価する体制

（委員会等）を設ける計画を明確に有するか。 

⑯教育課程を産業界が評価する新たな体制（委員会等）について、サービス事業者やサ

ービス産業の業界団体が相当の割合（５割以上）で参画する予定とそれに向けた計画

があることが望ましい。また、当該体制については、一過性のものではなく定期的な

もので、かつ、産業界の変化の実態等を踏まえた期間（例えば１年に１度）であるこ

とが望ましい。 

 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで採択者名（法人番号含む）、

採択案件名、を公表するとともに、当該申請者に対しその旨を通知する。 

なお、審査結果（不採択の理由等）に関するお問合せには一切応じかねますので、御

了承ください。 

 

１０．交付決定について 

採択された申請者が、経済産業省（各経済産業局）に補助金交付申請書を提出し、そ

れに対して経済産業省（各経済産業局）が交付決定通知書を申請者に送付し、その後、

事業開始となる。なお、採択決定後から交付決定までの間に、経済産業省（各経済産業

局）との協議を経て、事業内容・構成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があ

る。また、交付条件が合致しない場合には、交付決定ができない場合もあるので了承す

ること。 

なお、交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあ

るが、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがある。 

 

１１．補助対象経費の計上   

（１）補助対象経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめ

に必要な経費であり、具体的には以下のとおり。 

 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 本事業に直接従事する者（既に大学等で雇用する教職員を除く。

ただし、平成２７年度本事業支援校のうち、事業において人件費

の対象とした者は本年度も対象とする。）の直接作業時間に対す
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る人件費 

（単価については原則として「実績単価計算」方式によること。

具体的には「経済産業省 補助事業事務処理マニュアル（平成２

７年４月）」を参照のこと。） 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費（外部

専門家、講師等に対する旅費も含む） 

なお、事業目的と照らして過度に華美とならないよう注意するこ

と。 

会議費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム等に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム等に

出席した外部専門家等に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力等に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、1年以上継続して使用で

きるもの）の購入 

※本事業の実施に必要な備品については、極力リースやレンタル

によること。 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの）の購入

に要する経費 

外注費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でない

ものについて、他の事業者に外注するために必要な経費 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 事業を行うために必要な経費であって、他のいずれの区分にも属

さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特

定・確認できるもの。 

例） 

通信運搬費（郵便料、運送代等）翻訳通訳費用、文献購入費等 

Ⅲ．委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でない

ものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費 

 ＊経済産業省 補助事業事務処理マニュアル（平成２７年４月） 

  http://www.meti.go.jp/information_2/downloadfiles/2015_hojo_manual.pdf 
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（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費（ただし、補助事業者に帰責性の

ない事由に基づき生じたキャンセル料等は直接経費として計上できる場合があるので、

担当者に相談のこと。） 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

（３）補助対象経費からの消費税額の除外について 

補助金額に消費税及び地方消費税額（以下、消費税等という。）が含まれている場合、

交付要綱に基づき、消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになり

ます。 

これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補

助金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした

消費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後におこなった確定申告に基づく報告と

なり、失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続

回避の観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれが

あるため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

①消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

②免税事業者である補助事業者 

③簡易課税事業者である補助事業者 

④国若しくは地方公共団体（特別会計を設けて事業を行う場合に限る。）、消費税法別

表第 3に掲げる法人の補助事業者 

⑤国又は地方公共団体の一般会計である補助事業者 

⑥課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の

返還を選択する補助事業者 

 

１２．その他 

本補助金を受け事業を実施するにあたっては、以下に記載した事項のほか「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」及び「産学連携サービス経営人材育成事業費補助
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金交付要綱」の規定を遵守することになるので留意すること。 

（１） 交付決定日以前に発生した経費（発注含む。）は補助対象とはしない。 

（２） 物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、経済性の観点 

から、原則、一般の競争等に付すこと。また、補助事業の一部を第三者に委託し、 

又は第三者と共同して実施しようとする場合は、実施に関する契約を締結し、各経済産

業局長に届け出なければならない。 

（３） 補助事業者は、交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しよ 

うとする場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に承認を得な 

ければならない。 

（４） 補助事業者は、各経済産業局長が補助事業の進ちょく状況の報告を求めた場合、速や

かに報告すること。 

（５） 補助事業者は、補助事業が完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）したときは、そ 

の日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日まで 

に実績報告書を各経済産業局長に提出すること。 

（６） 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経 

理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにし、補助事業の完了（廃止 

の承認を受けた場合を含む。）した日の属する会計年度の終了後５年間、各経済産業局長 

の要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存すること。 

（７） 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」 

という。）については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助 

金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。 

なお、当該取得財産等については、取得財産管理台帳を備えて、別に定める財産処分 

制限期間中、適切に管理すること。 

（８） 補助事業者は、取得財産等のうち単価５０万円以上（税抜き）のものについては、別 

に定める期間においては、処分（補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け 

又は担保に供すること）はできない。 

ただし、当該取得財産等を処分する必要があるときは、事前に承認を受けることによ 

り、当該取得財産等の処分も可能だが、その場合には、原則として、補助金の一部又 

は全額を納付（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。）しなければならない。 

（９） 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがある。 
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【提案書類の提出先及び問い合わせ先（経済産業局等）】 

申請書の提出先は、当該事業を実施する地域を管轄する経済産業局等となります。その他

質問・相談等ございましたら、以下の所管経済産業局担当課室又は経済産業省商務情報政策

局サービス政策課までお問合せ下さい。 

名称及び担当課 所在地・ＴＥＬ 所管する都道府県名 

北海道経済産業局 

地域経済部 

情報・サービス政策課 

〒060-0808 

札幌市北区北 8 条西 2 丁目 

札幌第１合同庁舎 

Tel: 011-736-9628 

北海道 

東北経済産業局 

地域経済部 

産業人材政策室 

〒980-8403 

仙台市青葉区本町 3-3-1 

仙台合同庁舎 

Tel: 022-221-4881 

青森、岩手、宮城、 

秋田、山形、福島 

関東経済産業局 

産業部 

流通・サービス産業課 

〒330-9715 

さいたま市中央区新都心１－１ 

さいたま新都心合同庁舎１号館 

Tel: 048-600-0341 

茨城、栃木、群馬、 

埼玉、千葉、東京、 

神奈川、新潟、 

長野、山梨、静岡 

中部経済産業局 

産業部  

流通・サービス産業課 

〒460-8510 

名古屋市中区三の丸 2-5-2 

Tel: 052-951-0598 

愛知、岐阜、三重、 

富山、石川 

近畿経済産業局 

産業部 

サービス産業室 

〒540-8535 

大阪市中央区大手前 1-5-44 

大阪合同庁舎１号館 

Tel: 06-6966-6053 

福井、滋賀、京都、 

大阪、兵庫、奈良、 

和歌山 

中国経済産業局 

産業部  

流通・サービス産業課 

〒730-8531 

広島市中区上八丁堀 6-30 

広島合同庁舎２号館 

Tel: 082-224-5655 

鳥取、島根、岡山、 

広島、山口 

四国経済産業局 

産業部 

商業・流通・サービス

産業課 

〒760-8512 

高松市サンポート 3-33 

高松サンポート合同庁舎 

Tel: 087-811-8524 

徳島、香川、愛媛、 

高知 

九州経済産業局 

地域経済部 

新産業戦略課 

〒812-8546 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

福岡合同庁舎 

Tel: 092-482-5454 

福岡、佐賀、長崎、 

熊本、大分、宮崎、 

鹿児島 

内閣府沖縄総合事務局

経済産業部 

商務通商課 

〒900-0006 

那覇市おもろまち 2-1-1 

那覇第２地方合同庁舎２号館 

Tel:098-866-1731 

沖縄 

経済産業省 

商務情報政策局 

サービス政策課 

〒100-8901 

千代田区霞が関 1-3-1 

Tel:03-3580-3922 

― 
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（様式１） 

平成  年  月  日 

経済産業局長等 殿 

 

        申請者（大学） 

名    称    

法人番号 

代表者役職・氏名                   印 

                 

                            ※共同申請の場合 

申請者（コーディネータ） 

名    称    

法人番号 

代表者役職・氏名                   印 

 

 

平成２８年度産学連携サービス経営人材育成事業 提案書の提出について 

 

 標記補助金の交付を受けたいので、下記のとおり提案書を提出します。 

  

記 

１．提案書（様式２） 

２．取組の概要（様式３） 

３．（以下適宜記載すること） 

 

 

 

  （注１）申請者が複数ある場合は、代表となる大学、コーディネータが記入してください。 

  （注２）提案書の用紙サイズは、Ａ４版の片面印刷とし、他の提出書類とともに左側に縦２穴で穴を開け（ホ

ッチキス止め不可）、紙製のフラットファイルに綴じ込んでください。なお、提案書に枚数制限はあり

ませんが、分かりやすく簡潔にご記載ください。 

  （注３）優先推進枠及び一般推進枠に併せて申請する場合は、様式２・様式３ともにそれぞれの申請枠ごと

に作成すること。 
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（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

平成２８年度「産学連携サービス経営人材育成事業」 

（大学等における「サービス経営人材育成」教育プログラム開発） 

提案書 

 

優先推進枠  

一般推進枠  
・優先推進枠のみに申請する場合は、上記「優先推進枠」の右セルに「○」と記入してください。 

・一般推進枠のみに申請する場合は、上記「一般推進枠」の右セルに「○」と記入してください。 

・優先推進枠及び一般推進枠に併せて申請する場合は、提案書をそれぞれの枠用に作成いただき、優先

推進枠分の提案書には上記「優先推進枠」の右セルに「◎」と記入し、一般推進枠分の提案書には上

記「一般推進枠」の右セルに「◎」と記入してください。 

 

 

１．提案事業（プロジェクト）の名称（30 字以内） 

＊事業の内容、目的、コンソーシアムの特徴を端的に表す事業名としてください。（30字以内） 

＊なお本項目は、採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表されます。 

 

 

 

２．事業概要等（200字以内） 

＊事業の概要及び目的を簡単に記載してください。（200字以内） 
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３．補助事業を実施する地域 

＊応募者（共同申請者含む。）や参画者が中心的に補助事業を実施する、都道府県を記載してください。 

 

４．設置するコンソーシアム 

（１） 事業の実施体制図 （※別添可） 

＊事業の実施主体（会計管理含む）、コンソーシアム参画者、協力機関、専門家を含めた体制・役割分担をでき

る限り具体的に記載してください。 

＊外注、委託を予定している場合、その内容を簡単に記載してください。 

＊適宜、図表などを使用し、２ページ以内で作成してください。 

＊開発されるカリキュラムを産業界が評価する仕組みについて記載してください。 

＊平成２７年度支援校については、平成２７年度との違い（新たな部分及び趣旨）を記載してください。 

 

（２） コンソーシアムに参画する機関名（予定企業含む） （※別添可） 

＊コンソーシアムに参画する機関の①企業・団体名、②代表者名、③所在都道府県、④業種、⑤役割を記載し

てください。 

＊参画機関の誓約書等がある場合は、参考資料として添付してください。（必ずしも求めるものではありませ

ん。） 

 

 

５．開発するプログラムの内容 ※以下の各項目に沿って具体的に記載してください。           

（１） プログラムの名称・目的 

＊以下の項目をチェックし、将来構想を示してください。 

□学位プログラム 

□履修証明プログラム 

□大学独自の修了証等を与える教育プログラム 

□その他（                ） 

*プログラムの名称及び目的を記載してください。 
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（２） （１）で開発するプログラムにおける主な受講対象者 

 

（３） （１）で開発するプログラムにおいて主に対象とする分野・職種等 

 

（４） （１）に記載したプログラムで将来的に募集する目標年間受講者数（定員等） 

 

（５） 修得すべき能力 

＊産業界等からのヒアリング及びデータ等の把握・分析に基づいて、目標として設定する修得すべき能力を具

体的に記載してください。 
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（６） 教育内容（授業科目等）及び各科目の教育方法、開発する科目数等 

【平成２８年度に開発する科目の総科目数及び単位数】 

科目数 科目 

単位数（単位制の場合） 単位 

時間数（時間制の場合） 時間 

 

【教育内容（授業科目等）及び各科目の教育方法】 

＊可能な限り具体的に詳しく記載してください。 

＊開発するプログラムが属するカリキュラムの全体像を示してください。（※別添可） 

＊平成２８年度に開発等を行う科目には、科目名等冒頭に「◎」を記入してください。 

＊平成２７年度から続けて開発を行う科目は、平成２７年度に開発した部分と平成２８年度に開発する部分を

明確に分けて記載してください。 

＊「◎」が記入された科目については、内容及び教育方法を特に詳しく記載してください。 

＊実践的科目については科目名冒頭に「★」を記入してください。 

＊各科目の実施方法及び本事業の成果を高めるための具体的な工夫を記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

６．実施計画 

＊事業の実施内容が分かるよう、矢印で表してください。 

＊適宜、行・枠を増やしてください 

 ① 平成２７年度の取組及び成果（平成２７年度支援校のみ記載してください）※参考 

  ・取組の概要 

 

  ・成果 

 

 ② 平成２８年度（事業実施期間）事業 

  ・取組の概要 

 

  ・成果目標 

 

 ③ 平成２９年度以降（事業実施期間終了後）事業 

  ・取組の概要 

 

  ・成果目標 

 

  

※取組の終了時期（自走する時期）を記載すること。 

  主な取組 ２８年度 

 

２９年度以降 

 

 

  

○○○○○○ 

  

○○○○○○   

○○○○○○ 

 

  ・・ 

  ・・ 

  

（備考） 

 

 

○○ 

○○ 

○○ 

○○ 
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７．事業実績 

（１）大学等 

＊プログラム開発に関わる大学教員の経歴や、これまでの研究実績等をご記入下さい。 

 

 

 

 

（２）コーディネータ 

＊大学等がコーディネータと共同で申請を行う事業を実施する場合のみ 

＊類似事業や大学等との共同事業の概要等、これまでの事業実績をご記入下さい。 

 

８．専門用語の解説 

＊提案書で用いた専門用語・略語等については、提案書本文中に注釈等をつけるか、この欄で説明

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

９．連絡先 

＊必要に応じて連絡する場合があるため、担当者の御連絡先をご記載ください。 

氏名： 

電話： 

メールアドレス： 

１０．事業経費（平成２８年度分） 

（１）補助事業に要する経費               円 

うち補助対象経費                円 

うち補助金交付申請額             円 

 

 

（２）事業別支出内訳 

別紙（内訳書）のとおり 
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別紙 

（２）内訳表                           （単位：円） 

＊募集要項１１．（１）補助対象経費の区分に応じて必要経費を記載 

＊消費税及び地方消費税は除く（なお、募集要領１１（３）①～⑥に掲げられている補助事業者につ

いては、消費税及び地方消費税額を補助対象経費に含めて算定可能。） 

補 助 対 象 経 費 

経費 

区分 
経費項目 

積 算 内 訳 

＊補助対象経費の内容と内訳を記載すること 
金 額 

Ⅰ．人件費 事務職員  

＠○○×○○時間×○日×○名＝○○円 
○○ 

Ⅱ．事業費 △△ 

 旅 費 ※東京-大阪 ○泊○日×○名＝○○円 

 
 

会議費 ＠○○×○回 
○○ 

謝 金  

 
 

備品費  

 
 

消耗品費  

 
 

外注費  

 
 

印刷製本費  
 

補助員人件費  
 

その他諸経費  
 

Ⅲ.委託費   

合 計 □□ 


