
令和4年度高等教育機関における
共同講座創造支援事業費補助金

事業概要説明資料
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参加者

事業概要

企業等が高等教育機関と連携して”共同講座”を設置・運用する費用を助成します。

企業等
（＝補助対象事業者） 高等教育機関

共同講座の設置に係る協定・契約等

共同講座
研究者・研究資料等の提供
特任教員の派遣 …等

研究者・研究設備の提供
常勤教員の設置 …等講義、実習、共同研究

その他人材育成に係る活動

従業員等 学生

従業員等の派遣
企業の求める人材を
高等教育機関において
育成する環境の整備

学生の参加
（学外参加者も可）

補助対象経費

✓ 共同講座運営費

✓ 人件費

✓ 委託費・外注費

✓ 備品・機材導入費

✓ その他諸経費

○通常枠
概要：共同講座を設置・運営する取組を支援
補助率：1/3以内、補助上限額：3,000万円（税抜）/事業

○処遇反映枠
概要：共同講座の設置・運営に加えて、共同講座によるリ

スキリングの成果等を処遇へ反映する取組を支援
補助率：1/2以内、補助上限額：3,000万円（税抜）/事業

産業界のニーズに
即した人材育成の加速化
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スケジュール

早期締切と、通常締切の二段階にて応募・交付申請を受け付けます。

プレゼン
審査を実
施予定

※申請書類
受領後に適
宜案内

［公募開始］
03/15

［通常締切］
05/10

［採否決定②］
6月上旬頃予定

［事業終了］
2月末

各
期
間
に
企
業
側
で
実
施
す
る
こ
と

早
期
締
切

• 共同講座の設置準備
• 共同講座の設置・参加者募集
• 共同講座の運営
• 成果の把握・課題の整理
• 実績報告書の作成 …等

• 高等教育機
関との調整

• 申請書類
作成・提出

［早期締切］
04/04

［採否決定①］
4月中旬頃予定

プレゼン審査
を実施予定

※申請書類受領
後に適宜案内

通
常
締
切

• 共同講座の設置準備
• 共同講座の設置・参加者募集
• 共同講座の運営
• 成果の把握・課題の整理
• 実績報告書の作成 …等

• 共同講座内容の検討
• 高等教育機関との調整
• 申請書類作成・提出

本事業では、補助事業における実施事項の具体性及び妥当性を審査項目として想定しており
早期締切への応募については、既に共同講座の内容等を高等教育機関と合意できていることが望ましい。
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◼企業等（補助対象事業者）と⾼等教育機関が共同で企画・運営する講座やコース・学科等であって、
下記を全て満たすもの。

補助対象事業

共同講座の定義（1/3）

①設置の目的として、「人材育成」に関する要素を含むものであること。

②学生や、企業等の従業員等向けに、講義等を実施するものであること。

③企業等が当該講座等の設置・運営に係る経費の一部又は全部を拠出していること。

④当該共同講座の担当者として、高等教育機関に所属する常勤教員が置かれていること。

■共同講座とは
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補助対象事業

共同講座の定義（2/3）

本事業における高等教育機関とは、原則、日本国内*の大学、高等専門学校及び専門学校を指す。

※１）高等教育機関とは

* 海外の⾼等教育機関については、国際標準教育分類（ISCED 2011）におけるlevel5以上を対象とするが、⾼等教育機関に所属する常勤
教員の関与及び企業等の従業員等育成・採用等への寄与の実態をもって判断するため、事前にJISSUI事務局へ相談すること。

人文系・学際系等も含め、分野を問わず幅広く認めることとする。また、名称については、必ず
しも「共同講座」という名称を用いる必要はなく、「共同研究講座」「社会連携講座」等の類似
の名称についても幅広く認めることとする。

※２）共同講座の対象分野

共同講座の対象者は、学生及び補助対象事業者が自ら雇用する従業員以外に、同社の事業に密接
に関係する者（子会社・関連会社、業界団体会員又は協業する委託先の従業員等）も含めてよい。

※３）共同講座の対象者

講義等の内容は、専門知識の伝達を目的とした受動的学習（講義聴講等）のみならず、業務への
反映を前提とした能動的学習（実習、フィールドワーク、PBL等）を含むことが望ましい。

※４）講義等の内容
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補助対象事業

共同講座の定義（3/3）

営利事業として研修等を提供する事業者が、顧客に提供する研修プログラム等を開発することの
みを目的とする取組は、本事業の補助対象とならない。

※６）研修事業者の位置づけ

常勤教員*は、補助対象事業者の従業員等ではなく、原則、補助事業期間中に変更の見込みがな
いものとする。なお、共同講座の実施に当たり、必要な範囲で別途講座運営を行う担当者を配置
することは差し支えない。

※７）常勤教員について

共同研究については、高等教育機関への常駐や定期的なゼミ活動等の人材交流・知の交流による
人材育成効果を意図して設計しているものに限り講義等に含むこととする。それらが存在しない
研究委託に類する取組は講義等には含まず、本事業の補助対象とならない。

※５）共同研究の位置づけ

*海外の⾼等教育機関と連携する場合については、事前にJISSUI事務局へ相談すること。
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補助対象事業

事業要件（通常枠・処遇反映枠共通要件）

共同講座の設置に当たって、中長期の経営・事業戦略と紐付けられた人材戦略を有し、
当該人材戦略に関連する人的資本投資として共同講座が位置づけられていること。

①共同講座の設置目的・位置付け

2022年12月2日から応募日までの間に共同講座を設置することを合意（⇒P7,8にて補足）して
おり、2023年12月末までに開始するものであること。

②共同講座の設置合意日および実施開始日

補助事業期間中において、総活動時間（講義等の時間を指し、共同講座を実施するための準備時
間等は含まない。）が15時間以上であること。

③総活動時間

原則として20名以上*の参加者を想定していること。

④参加人数

◼下記①～④を全て満たす取組であること。

*共同講座の対象分野等の特性に鑑みて、20名以上が受講することが困難である場合は、その旨を補助事業概要説明書における記載項目
3-3「参加人数・実施時間」に記載すること。有識者等で構成された審査委員会において共同講座の有効性について審査することとする。
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補助対象事業

補足説明）高等教育機関との合意について（※１）

※１）高等教育機関との合意と提出資料

◼企業等と⾼等教育機関の両者において共同講座を設置する方針を合意すること。
その合意状況を、下記のいずれかの提出をもって確認する。

設置の決定を示す文書
（稟議書・契約書・協定書等）

共同講座設置に係る合意状況説明書
（様式2-1、2-2）

●●設置に係る協定書

１．設置目的
xxxxxxxxxxxxxxxxx

２．概要
xxxxxxxxxxxxxxxxx

３．スケジュール
xxxxxxxxxxxxxxxxx

４．費用分担
xxxxxxxxxxxxxxxxx

●●大学 ●●
●●株式会社 ●●

（様式2-1）
共同講座設置に係る合意状況説明書

（高等教育機関用）

１．共同講座を設置する企業等
xxxxxxxxxxxxxxxxx

２．共同講座設置の合意状況
xxxxxxxxxxxxxxxxx

３．常勤教員の共同講座への関与
xxxxxxxxxxxxxxxxx

４．備考
xxxxxxxxxxxxxxxxx

以上をもって、補助金への申請につき
合意します。

●●大学 ●●

（様式2-2）
共同講座設置に係る合意状況説明書

（申請企業等用）

１．共同講座を設置する⾼等教育機関
xxxxxxxxxxxxxxxxx

２．共同講座設置の合意状況
xxxxxxxxxxxxxxxxx

３．常勤教員の共同講座への関与
xxxxxxxxxxxxxxxxx

４．備考
xxxxxxxxxxxxxxxxx

以上をもって、補助金への申請につき
合意します。

●●株式会社 ●●

※押印等については不要。必ず担当する常勤教員に補助金への
申請内容を説明・合意のうえ、当該資料の作成を依頼すること。

or +
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補助対象事業

補足説明）高等教育機関との合意について（※２～４）

※２）共同講座運営費の前払いについて

◼⾼等教育機関との共同研究費等、交付決定日前に年間費用の前払いをしている経費等については、
交付決定後に実施した取組に要する費用として説明できる範囲において、補助対象経費と認められ
る場合がある。本件に該当するケースについては必ず事前にJISSUI事務局へ相談すること。

※３）共同講座開始までの検討・準備・トライアルについて

◼共同講座の設置自体は合意しており、共同講座の開始までの間に検討・準備・トライアル期間を経
るものも補助対象事業に含む。

⚫ 検討・準備・トライアル等に係る経費も補助対象となる。この場合、記載項目５-３「補助事業の効果を⾼め
るための要検討事項・変更可能性」において、その検討内容や計画を具体的に説明すること。

※４）令和３年度補正予算事業の採択事業者について

◼令和３年度⾼等教育機関における共同講座創造支援事業費補助金で採択された事業者については、
採択事業に関する効果検証を踏まえて適切な見直しや改善を検討した上で、2022年12⽉2日から応募
日までの間に講座の内容を新たに見直して実施することについて、補助対象事業者と⾼等教育機関
の両者において合意すること。

◼この場合、※１に定める文書に加え、令和３年度補正予算事業に関する効果検証及びそれを踏まえ
た見直し内容等について、補助事業概要説明書における記載項目3-4「過去の実施内容からの改善・
発展ポイント」をもって確認する。
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補助対象事業

事業要件（処遇反映枠）

共同講座の受講者に、原則として10名以上の従業員等 又は従業員数の10％以上の従業員が含ま
れること。

⑤処遇反映対象者の数・割合

共同講座の実施に伴い、①共同講座によるリスキリングの成果を昇進・昇給等の処遇へ反映する
ことを②社内の就業規則等*で規定し、当該措置について③共同講座の実施に先立ち社員へ周知
すること。**（⇒次頁で補足）

⑥処遇反映に関する就業規則等への規定と周知

◼P.６の共通要件に加えて、下記の要件⑤及び⑥ を満たす取組は「処遇反映枠」にて申請が可能。

**補助対象事業者が自ら雇用する従業員以外の、同社の事業に密接に関係する者（子会社・関連会社、業界団体会員又は協業する委託先の
従業員等）を主な受講対象者とする共同講座については、受講者が属する企業等において要件⑥を満たし、その受講者の合計人数が10名以
上の場合でも、本要件を満たす。

*就業規則等とは、企業等において従業員の就業・人事評価・配置等に関連する規則・基準・方針等を明文化し、企業等における必要な承認
を得て発行された文書等を指す。
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補助対象事業

事業要件（処遇反映枠）

◼処遇への反映方法については、下記のA又はBによるものとする。処遇反映計画書（様式３）を応募
時に提出するとともに、当該計画の内容を社員に周知すること。

◼A 講座の履修状況・成績等を踏まえ、昇進・昇給を実施する

⚫ (例1)労働協約又は就業規則その他の社内規程等において、講座の履修状況・成績又は講座受講後の
能力向上・行動変容を昇進又は昇給の要件として規定する。

⚫ (例2)職務記述書等に特定のポストの要件として、講座の履修状況・成績等を位置づけた上で、
当該ポストについて社内公募を行い、結果としてポストに採用された者の昇進又は昇給を実現する。

◼B 講座を受講し、一定の履修状況・成績等を満たした者に一時金を支給する

⚫ (例) 労働協約又は就業規則その他の社内規程等において、一定の履修状況・成績等を満たした者に
一時金を支給することを規定する。

（様式3）

処遇反映計画書

●●株式会社
代表または組織責任者

１．対象者・人数
xxxxxxxxxxxxxxxxx

２．実施する処遇反映方法
xxxxxxxxxxxxxxxxx

３．処遇反映計画
xxxxxxxxxxxxxxxxx

４．就業規則等の現状
xxxxxxxxxxxxxxxxx

５．講座参加者への周知方法
xxxxxxxxxxxxxxxxx

①処遇反映計画書提出 ②就業規則等への反映 ③処遇反映措置の周知

●●職

評価方針

●●事業部

人事考課

ガイドライン

●●株式会社

人事規程

※修正・反映が必要な場合
は補助事業期間中に実施し、
適宜進捗報告

④処遇反映報告書提出

共同講座担当者
人事・評価担当者…等

共同講座参加対象者

共同講座の
実施

成績や行動
変容の評価

処遇反映報告書

●●株式会社
代表または組織責任者

１．処遇反映方法
xxxxxxxxxxxxxxxxx

２．対象者・人数
xxxxxxxxxxxxxxxxx

３．処遇反映の結果
xxxxxxxxxxxxxxxxx

４．上記の背景・理由
xxxxxxxxxxxxxxxxx
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審査基準

育成したい人材像と、それに応じた人材育成に係る取組を評価の対象とします。

分類 審査項目 審査基準

基礎 要件適合性 事業目的に合致し、事業要件を満たしているか。

加点１ 経営・事業戦略と
人材育成計画の整合性

補助対象事業者の中長期の経営・事業戦略に立脚して、共
同講座を通じて育成する人材像が明確であり、当該人材の
育成 に繋がる人材育成計画が立てられているか。

加点２ 共同講座内容の
人材育成計画への適合性

共同講座において実施される講義等が、人材育成計画で定
める人材を育成する上で適切なものとなっているか。

加点３ 共同講座の内容・特色 ⾼等教育機関や地域等の強み・特色を活かした内容となっ
ているか。業務への反映を前提とした能動的学習を含める
など、効果的な学びに繋げる工夫が見られるか。

加点４ 共同講座を通じた
人材育成のインパクト

共同講座の参加者数や実施期間、取組内容等が、人材育成
効果の広がりを期待できるものとなっているか。ごく限ら
れた人材の育成のみに貢献するものとなっていないか。

加点５ 補助対象事業における
実施事項の具体性・妥当性

本補助金を活用して実施予定の、共同講座の準備・運用 ・
評価等のプロセスについて、その内容が具体的であり、経
費や要検討事項に妥当性が認められるか。

加点６ 成果評価・参加動機醸成方
法の具体性

共同講座の参加者について、受講状況のみならず、学習内
容の理解度や受講後の行動変容を把握し、今後のキャリア
や実務に反映させることを具体的に計画できているか。処
遇反映を含め共同講座への能動的な参加・学習・行動変容
等を促す工夫が具体的か。

◼基礎項目と加点項目をもって審査を行います。基礎項目を満たさない場合は、審査の対象となりま
せん。

具体性に欠く提案は評価
が下がるため、検討中の
内容が多い案件は、通常
締切での提案を推奨。
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審査基準

共同講座の設置にあたって必要な情報提供の場として「共同講座勉強会」を開催

◼応募にあたっては、当該勉強会への参加・動画の閲覧を推奨する。なお、勉強会への参加状況は審
査には影響しない。申込みは、公募説明会と同様にJISSUI事務局のWEBサイトから申し込むこと。

◼勉強会は、公募説明会と同日開催。なお、内容については後日動画配信される予定。

（登壇者）
齊藤弘通氏（産業能率大学経営学部教授）
岩本隆氏（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授）
井上亮太郎氏（慶應義塾大学大学院SDM研究科特任講師/パーソル総合研究所主任研究員）

（日次）
2023年3⽉17日（金）16:30～18:30

第一部：16:30～17:30 効果的な”大人の学び直し”のポイントと成果指標の定め方
（齊藤弘通教授、井上亮太郎特任講師）

第二部：17:30～18:30 学びの成果を企業価値に紐付けるための価値創造ストーリー
（岩本隆特任教授、井上亮太郎特任講師）

↓詳細は下記URLを参照のこと
https://jissui-documentation.notion.site/c333e1c2a52741afa8a4a58033fe3f23

https://jissui-documentation.notion.site/c333e1c2a52741afa8a4a58033fe3f23
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補助対象経費

共同講座の設置・運営において、企業等が支出する下記の費用を対象とします。

費目 概要 費用例

共同講座運営費

共同講座の設置に当たって⾼等教育
機関に協力を依頼する際に支払う費
用（共同講座全体の設計・監修に係
る費用含む）

• ⾼等教育機関への共同研究費

• ⾼等教育機関への業務委託費 …等

人件費

共同講座の設計・運営に係る補助対
象事業者の従業員等の人件費
（共同講座運営費で支出するものを
除く）

• 特任教員等として研究・教育に携わる従業員等の人件費

• 共同講座の設置に向けた検討のために⾼等教育機関へ常駐する
従業員等の人件費 …等

委託費・外注費

共同講座の設計・運営に必要な業務
を外注・委託する費用
（共同講座運営費及び人件費で支出
するものを除く）

• オンライン会議サービスの契約費用

• WEB制作・広報費用

• 共同講座の講義内容や学習成果の評価方法等の詳細設計に必要
な専門家費用 …等

備品・機材導入費

共同講座の運営に必要な備品・機材
等を購入・リース等する費用
（共同講座運営費で支出するものを
除く）

• 共同講座の運営に当たり必要となる試験機器の購入・リース費

• 共同講座の運営に当たり必要となる消耗品の購入費

• オンライン講座等に必要な配信設備の購入・リース費 …等

その他諸経費

その他事業を行うために特に必要と
認められる諸経費

• 共同講座の運営に係る講師派遣や参加者の共同講座受講等に係
る旅費・宿泊費、講師への謝金

• 共同講座に利用するオフィス賃料 …等

補助率：【通常枠】1/3以内 【処遇反映枠】1/2以内
補助上限額：3,000万円（税抜）/事業

補助対象経費の留意点等について、必ず公募要領を参照のこと。
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スキーム

経済産業省事業の事務局として、JISSUIが各共同講座の成果を取り纏めます。

経済産業省
《事業所管》

JISSUI
《事務局》

企業等 企業等 企業等

補助
（事務局・取り纏め業務）

共同講座の設置・運営に係る契約・協定等

共同講座設置に関するフォローアップ調査

事業期間中のヒアリングおよび実績報告書の
取りまとめを通じて、共同講座の成果を把握する。

高等教育機関 高等教育機関 高等教育機関

参加者 参加者 参加者

共同講座による人材育成

間接補助
（共同講座設置・運営に
係る補助）
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合意のタイミングについて

共同講座の設置合意日、講座開始日にご留意ください。

［予算成立日］
2022/12/2

［交付決定予定日］
2023/6月中旬

［共同講座開始期限］
2023/12月末

［事業終了］
2月末

補
助
事
業
期
間
を
超
え
て
共
同
講
座
を
運
営
す
る
こ
と
は
妨
げ
な
い
が

補
助
事
業
期
間
中
に
発
生
し
た
費
用
の
み
補
助
対
象
と
な
る
点
に
留
意

検討・準備・
トライアル

［設置合意］ ［共同講座開始］

運営

［共同講座終了］
申請可

検討・準備・
トライアル

［設置合意］ ［共同講座開始］

運営
申請可

［設置合意］ ［共同講座開始］

運営
申請可

［応募日］
2023/5/10〆

申請可
［設置合意］ ［講座内容の

見直し合意］

［共同講座開始］

運営

［共同講座終了］

検討・準備・
トライアル

［設置合意］

開催・運営
申請不可

×2022/12/2以前に
合意している内容から

追加内容の合意が無い場合

申請不可
［設置合意］ ［共同講座開始］

検討・準備・
トライアル

×設置に関する合意が
応募時点で得られていない場合
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公募要領・問い合わせ先

◼ ご興味をもたれた方は、下記からお問い合わせください。

⚫ 一般社団法人社会実装推進センター（JISSUI）は、経済産業省より「令和４年度高等教育機関における共同講座創造支援事業
費補助金」の執行団体として採択され、本事業の事務局を運営しております。

■一般社団法人社会実装推進センター（JISSUI）産学連携担当

MAIL ： sangaku-renkei@jissui.or.jp

■公募要領・申請様式

WEB ：https://jissui.or.jp/project/project013/

ご興味をもたれた方へ



参考）令和3年度補正予算事業における採択事例
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参考）令和3年度補正予算事業における採択事例

23件の共同講座が交付決定を受けた。

No 事業者名 連携高等教育機関 共同講座の名称

1 アルー株式会社 京都大学 パラドキシカル・リーダーシップ産学共同講座

2 アルファフュージョン株式会社 大阪大学 アスタチン創薬実用化共同研究部門

3 （一社）臨床医工情報学コンソーシアム関西 大阪大学 スマートコントラクト活用共同研究講座

4 株式会社小野組 新潟大学 社会インフラ共創講座

5 クオリティソフト株式会社 和歌山大学 レジリエントクラウド共同講座

6 株式会社コミュニティメディア 長崎大学 海洋デジタルツイン構築講座

7 シナノケンシ株式会社 信州大学 デジタル人材育成共同研究講座

8 DOWAホールディングス株式会社 東北大学 DOWA×東北大学共創研究所

9 東洋システム株式会社 福島工業⾼等専門学校 カーボンニュートラル社会連携講座

10 株式会社豊田自動織機 名古屋工業大学 豊田自動織機スマートインダストリー連携講座

11 富士通株式会社 慶應義塾大学大学院 システム × デザイン思考プログラム（実践リーダー育成コース）

12 プラスマン合同会社 岡山大学 医療情報化診療支援技術開発講座

13 株式会社ポピンズプロフェッショナル 東京大学 現任保育士の課題に対するアプローチと対処方法の実践

14 リアルテックホールディングス株式会社 神戸大学大学院 リアルテックアントレプレナー育成講座

15 （株）ルネッサンス・エナジー・リサーチ 神戸大学 機能性ガス分離膜共同研究講座

16 信栄工業有限会社 阪南大学 畜産農業のスマート化のためのデータサイエンス共同講座

17 セルスペクト株式会社 一関工業⾼等専門学校 ヘルステック創生医理工連携講座

18 ソフトバンク株式会社
九州工業大学 筑波技術大学
電気通信大学 名古屋工業大学

手話言語等の多文化共生社会連携事業講座

19 株式会社博報堂 京都大学 地域創生どうしよう講座

20 株式会社プライムスタイル 早稲田大学 事業変革型DX人材育成実践講座

21 MabGenesis株式会社 名古屋大学 MabGenesis産学協同研究講座

22 三菱電機株式会社 慶応義塾大学大学院 システムアーキテクト研修

23 メディカル・ケア・サービス株式会社 神戸大学 介護事業所責任者の専門性向上講座



講座設置目的：社内の人材の学び直し

小型モータの設計製造販売を得意とするシナノケンシ社は近年ロ
ボティクス分野に注力をしているが、それを担う人材として、社
内を中心にロボティクスxデジタル分野の人材を育成したい。

講座設置目的：学生へ実践機会の提供

機械制御設計・データサイエンスを基礎から応用レベルまで体系
的に教育可能であり、開発現場の実例・実践を通して学生を育成
したい。

[育成したい人材像]

データを扱える
ロボティクス人材

[育成したい人材像]

開発現場に関する
知識・実践経験・関心

を持つ人材

シナノケンシ社 共同講座の設置 信州大学工学部

シナノケンシ社社員 工学部学生

事例１）シナノケンシ社×信州大学工学部

人材課題の持ち寄り、講座設置を依頼 専任教員のアサイン・講座の設置

開発現場の知見・事例を担当 制御・データサイエンスを担当

デジタル人材
育成共同講座
（ASPINA）

[講座分野]

制御工学分野・情報工学分野

[主なカリキュラム]

先端産業論・制御設計・データサイエンス概論(講義・実習・実践的PBLを含む)

[講座の特色]

自社社員・工学部学生両方を対象とし、企業と大学がそれぞれの立場から相互に関わり人材
育成を行う講座を設定。事前学習と課題解決型学習を組み合わせ、育成効果の最大化を図る。

[活躍の場]

特に関心と適性がある人材は
シナノケンシ社で社会実装に取り組む

[活躍の場]

社内でロボティクス開発・データ分析を担当し
既存のモータ技術を生かしロボット分野での
成長を狙う



講座設置目的：自社でDX型素材開発を担う人材を育成

デジタル技術によりMIのような素材開発に変革が起きている。

素材開発をDX型へ転換していくうえで、正確・効率的なデータ取
得・分析を行うための計測技術を構築できる人材を育成したい。

講座設置目的：現場の開発スピードを学生に体感させる

デジタル化によりパラダイムの変化した計測技術を、素材開発の
現場等で経験し、将来的に次世代の素材開発を担う人材を育成し
たい。

[育成したい人材像]

強度データを正確に
評価・取得できる
“評価技術開発人材”

[育成したい人材像]

現場経験を持つ
次世代素材開発人材

DOWA社 共同講座の設置 東北大学大学院

DOWA社社員 学生

事例２） DOWAホールディングス社×東北大学大学院工学研究科

人材課題の持ち寄り、講座設置を依頼 専任教員のアサイン・講座の設置

実習の場の提供を担当 講義・共同研究の実践を担当

[講座分野]

計算科学・計測工学・素材開発

[主なカリキュラム]

銅合金研究開発・MI・機械学習の最新動向、銅合金に関する素材開発技術やハイスループッ
ト技術、次世代薄板の塑性変形学等に関する講義・実践。

[講座の特色]

共同技術開発の実習を通して現場経験に重きを置く。

[活躍の場]

特に関心と適性がある人材は
DOWA社で採用検討

[活躍の場]

社内での計測技術構築を担当し
DX型新素材開発への転換を担う

※東北大学グリーン×デジタル産学共創大学院プログラムとも連携

DOWA×東北大学
共創研究所



講座設置目的：カーボンニュートラル（CN）人材の育成・採用

二次電池の試験装置メーカー。再エネ/バッテリー分野で先駆け
ているいわき市立地企業として、更なる蓄電池関連産業の集積を
推進するうえで、CNを地域で牽引する人材を育成したい。

講座設置目的：地元エネルギー産業への就職率向上

「持続可能な社会発展を目指し、グローカルに活躍する次世代技
術者を育成する」というスローガンを掲げており、地域のエネル
ギー産業への就職実績につなげ、地域に貢献したい。

[育成したい人材像]

地域CNを
牽引する人材

[育成したい人材像]

地域CNに向けて
理解を深めた人材

東洋システム社 共同講座の設置

東洋システム社社員
地元企業
一般市民

事例３）東洋システム社×福島工業⾼等専門学校

人材課題の持ち寄り、講座設置を依頼 専任教員のアサイン・講座の設置

外部講師招聘・実習の場を提供 講義開発を担当

カーボン
ニュートラル
社会連携講座

[講座分野]

カーボンニュートラルに関する社会経済学・関連するエネルギー関連技術分野

[主なカリキュラム]

①講義：90分×10回程度の講義・実機を伴う実習等

②関連企業セミナー：カーボンニュートラルに取組む先進企業取組事例を紹介、意見交換

③公開シンポジウム（主に一般市民向け）：講義内容等の成果発表、パネルディスカッション等

[講座の特色]

地元企業や福島⾼専内では不足している知見を、外部講師招聘でカバー。公開講座やシンポジウ
ムには商工会議所を通じて地元企業も参加し、地域CN活動のきっかけに。

[活躍の場]

地域CNの実現に向けた協力・協業
共同研究等への参画等。

[活躍の場]

CNに関する基本的知識を基に、
地域内において人文社会学も含めた
共同研究等を具体化していく。

福島⾼等専門学校

[育成したい人材像]

地域CNに向けて
貢献する人材

福島⾼専学生

[活躍の場]

地域内にてエネルギー関連産業等に
就職し、地域CNの実現に貢献



講座設置目的：リアルテック系ベンチャーの経営人材確保

研究者が中心となるリアルテック系ベンチャーは、経営人材・ノ
ウハウが不足している。社会人学生の経験・ノウハウを使って経
営課題を解決しつつ、ゆくゆくは経営人材として採用したい。

講座設置目的：アントレプレナー専攻学生への実践の場の提供

MBA/MOTに所属する社会人学生は、アントレプレナー志向を有
するものの、ベンチャーが有する技術およびリアルな経営課題を
理解できていない。より実践的な経営感覚を習得する場が必要。

リアルテック社 共同講座の設置

事例４）リアルテックホールディングス社×神戸大学大学院

人材課題の持ち寄り、講座設置を依頼 専任教員のアサイン・講座の設置

外部講師招聘・実習の場を提供 講義開発を担当

リアルテック
アントレプレナー

育成講座

[講座分野]

アントレプレナーシップ、イノベーションマネジメント

[主なカリキュラム]

講義、グループワーク、実地見学、事業計画の立案・発表

[講座の特色]

参加するベンチャーと社会人学生がチームを組み、実際の経営課題を基に事業計画をブラッ
シュアップ。両者がそれぞれの経験を補完し合いながら、実践を通じて交流。

神戸大学大学院

[育成したい人材像]

リアルテックの
社会実装を担う

CEO/CTO

[育成したい人材像]

リアルテック系
ベンチャー経営者の

COO/CEO

リアルテック系
ベンチャーCEO/CTO

MBA/MOT
社会人学生

[活躍の場]

講座期間中における事業計画策定への貢献

テック系ベンチャーへの転職・副業等

[活躍の場]

講座期間中における事業計画のブラッシュアップ

更なる事業開発・資金調達の推進


	スライド 0
	スライド 1: 事業概要
	スライド 2: スケジュール
	スライド 3: 補助対象事業
	スライド 4: 補助対象事業
	スライド 5: 補助対象事業
	スライド 6: 補助対象事業
	スライド 7: 補助対象事業
	スライド 8: 補助対象事業
	スライド 9: 補助対象事業
	スライド 10: 補助対象事業
	スライド 11: 審査基準
	スライド 12: 審査基準
	スライド 13: 補助対象経費
	スライド 14: スキーム
	スライド 15: 合意のタイミングについて
	スライド 16: ご興味をもたれた方へ
	スライド 17: 参考）令和3年度補正予算事業における採択事例
	スライド 18: 参考）令和3年度補正予算事業における採択事例
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22

