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アジア研究教育拠点事業 
平成２０年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 名古屋大学大学院経済学研究科 
（ 中 国 側 ） 拠 点 機 関： 北京大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）： 東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント 
                   （交流分野：  経営学         ）  
（英文）：Manufacturing and Environmental Management in East Asia 
                   （交流分野：  Management    ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www2.soec.nagoya-u.ac.jp/~asiancore/  
 
 
３．開始年度 

平成 20 年度（1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：名古屋大学大学院経済学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：大学院経済学研究科・研究科長・金井雄一 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：大学院経済学研究科・教授・高桑宗右ヱ門 
 協力機関： 
事務組織：研究協力部研究支援課 

 
相手国（地域）側実施組織（拠点機関名・協力機関名は、和英併記願います。） 
（１） 国（地域）名：中国 
拠点機関：（英文）Beijing University 

      （和文）北京大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：（英文）College of Environmental Science・ 

Professor・Luan Shengli 
協力機関：（英・和文）Tianjing University ・天津大学 
  Beijing Institute of Technology・北京理工大学 
  Southwest Jiaotong University・西南交通大学 

  経費負担区分：パターン１ 
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５．全期間を通じた研究交流目標 
① わが国と経済成長の著しい東アジアにおいて、製造企業におけるモノづくりを支える

ために、長年わが国において培われてきた経営管理システムについて、理論と実践の両面

から開発研究を推進する。そして、近年国際的な取組みが急務となっている地球温暖化に

対して、モノづくりの観点から、経済発展と環境改善のために、わが国が東アジア諸国に

対して、環境技術などのノウハウの移転などについて、その方法論を創出するために、北

京大学をはじめ天津大学・北京理工大学・西南交通大学（四川省成都市）などの中国の重

点大学と共同で研究を進める。それにより、若手研究者育成を図りつつ、日中を中心とし

てアジア諸国を組み込んだ形の当該研究教育の交流拠点を形成する。 
② わが国を代表するモノづくり・製造企業が集積する中部・東海地区において、名古屋

大学経済学研究科は特に中部産業界と連携して、日本経営管理標準や、トヨタ生産システ

ムなど、先端的な研究を推進してきた。本事業の相手国の拠点機関ならびに協力機関は、

いずれも日系企業が拠点として事業展開している地域を代表する研究機関である。共同で

研究教育を推進することにより、学術的価値の高い成果が期待できる。 
③ 相手国の拠点機関である北京大学・環境学院は、環境に関する研究においては中国を

代表する研究機関であり、中国政府に対する重要な政策提言を数多く行っている。環境問

題が深刻化している中国において、本事業の研究交流の成果は、重要な意義があり、多大

な貢献が期待できる。 
④ 経済学研究科では、経済学部生をはじめ、社会人、留学生、他学部学生などを対象と

して、博士課程において、研究成果の教育を実施することにしており、国際性のある研究

者、実務家の養成を遂行する。 
⑤ 本研究科ならびに中国側拠点機関ならびに協力機関との間で、テレビ電話会議システ

ムの活用などにより、迅速かつ効率的な共同研究が遂行できる体制を整え、日中産学官連

携コンソーシアムの構築を目指す。 
 
６．平成２０年度研究交流目標 
①共同研究・研究者交流について 

・Luan 教授（北京大学）および Niu 教授（天津大学）を名古屋大学客員教授としてそれぞ

れ 3 ヶ月間招聘し、共同研究を実施する。Luan 教授は本事業のうち、特に「環境のマネジ

メント」について共同研究を行う。また、Niu 教授は、特に「モノづくりのマネジメント」

について共同研究を行う。併せて、両教授は大学院科目・課題設定型ワークショップおよ

び課題設定型講義において講義を担当する。  
・「アジアにおける環境マネジメント」の研究テーマについて、共同研究を実施する。 
・平成 20 年 4 月に北京市および天津市において、第 1 回合同研究打合せを実施し、モノづ

くりのマネジメントならびに環境のマネジメントについて、共同研究を開始する。  
②国際学術シンポジウム・セミナー等の学術会合の開催について 

・平成 20 年 9 月に、北京市において、「環境のマネジメント」に関するセミナーを実施す
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る。 
・平成 20 年 12 月において、名古屋大学において、「モノづくりのマネジメント」関するセ

ミナーを実施する。 
・平成 21 年 3 月に、北京市において、日本情報経営学会・情報経営学会と中国の経営情報

学会との共催による国際会議を開催し、「東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメン

ト」分科会を開催する。 
 
７．平成２０年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

①Luan 教授（北京大：・交流相手国（中国）コーディネーター）および Niu 教授（天津大

学：協力研究機関）を名古屋大学客員教授としてそれぞれ 3 ヶ月間招聘し、共同研究を実

施した。Luan 教授は本事業のうち、特に「環境のマネジメント」について共同研究を実施

した。また、Niu 教授は、特に「モノづくりのマネジメント」について共同研究を実施した。

併せて、両教授は大学院科目・課題設定型ワークショップおよび課題設定型講義において

講義を担当し、院生が受講した。  
②「アジアにおける環境マネジメント」の研究テーマについて、共同研究を実施した。 
③平成 20 年 4 月に北京市において、第 1 回合同研究打合せを実施し、モノづくりのマネジ

メントならびに環境のマネジメントについて、共同研究を開始した。その後の３回のセミ

ナーを通じて、共同研究を進めることができた。  
 

７－２ 学術面の成果 

①平成 20 年 10 月に、北京市において、「環境のマネジメント」に関するセミナーを実施し

た。参加大学の院生・学生を含めた研究討論を実施し、研究・教育面だけでなく、学生間

の交流を深めることができた。 
②平成 20 年 12 月に、名古屋大学において、「東アジアにおけるモノづくりのマネジメント

と環境のマネジメント」に関するセミナーを実施した。 
③平成 21 年 3 月に、北京大学および北京理工大学（北京市）において、日本情報経営学会・

情報経営学会と中国の経営情報学会との共催による国際会議（APCIM 2009）を開催し、「東

アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメント」分科会を開催した。 
④3 回のセミナーを通じて、計 99 編の研究論文を発表し、活発な討論を行うことができ、

次年度の研究へとつなげることができた。 
 
７－３ 若手研究者養成 

①経済学研究科の開講科目「課題設定型ワークショップ」として、２科目を開講し、特

に院生および学部修士 5 年一貫教育対象学生に対して、講義ならびにセミナーを実施し

た。 

②大学院博士課程（後期課程）を修了間もない助教ならびに大学院研究生も上記の「課
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題設定型ワークショップ」に参加し、研究成果を発表する機会を設定した。 

 

７－４ 社会貢献 

①名古屋大学で実施したセミナー（S-2）については、本学卒業生ならびに広く一般にも開

催を案内し、3日間でのべ 200 名を越える参加者があった。 

②本年度の 3 回のセミナーについて、講演論文集をウェブサイトからダウンロードできる

ように、国内だけでなく海外からもアクセスできるようにした。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

①本年度は、計 3 回のセミナーを含めて、活発に研究ならびに教育活動を実施することが

できた。来年度は、特に、「東アジアのモノづくり（技術と生産）のマネジメント」ならび

に「環境マネジメント」の大きなテーマのもとに、議論を集中させていく方針で準備して

いる。 
②「東アジアのモノづくり（技術と生産）のマネジメント」ならびに「環境マネジメント」

について、世界水準の大学院レベルの教材開発ならびに専門書を執筆・刊行することを課

題としている。そして、それぞれの教材を用いて、参加国の各大学で講義を実施すること

により、教育効果を高めることを目指す。 
 
７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２０年度論文総数     99 本 

   うち、相手国参加研究者との共著   本 

   うち、本事業が JSPS の出資によることが明記されているもの   本 

（※ 詳細は別紙「論文リスト」に記入して下さい。） 

 
８．平成２０年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 

①「アジアにおける環境マネジメント」の研究テーマについて、共同研究を実施した。中

国側は、北京大学・環境学院のほかに、西南交通大学、清華大学、対外経済貿易大学、復

旦大学の各大学、さらに国家環境総局：Shu Qing（政策法規司長）、Peng Jinxin（国家環

境委員会委員）ならびに国務院発展センター・Liu Shejin 副センター長など、中国の環境

政策担当責任者も交えて、共同研究を行った。（R－1） 
 

８－２ セミナー 

①平成 20 年 10 月 4・5 日に、北京市において、「環境分野の日中協力」と題してセミナー

を実施した。（S－1） 
②平成 20 年 12 月 26～28 日に、名古屋大学において、「モノづくりのマネジメントと環境

のマネジメント」と題してセミナーを実施した。（S－2 ） 
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③平成 21 年 3 月 27～29 日に、北京大学および北京理工大学（北京市）において、日本情

報経営学会・情報経営学会と中国の経営情報学会他との共催による国際会議

（APCIM2009：Asia-Pacific Conference on Information and Management）を開催し、

「ICT、モノづくりのマネジメントと環境のマネジメント」分科会を開催した。（S－3） 
 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

・平成 20 年 4 月に、北京にて、本事業の実施に向けて、意見交換および相手国研究機関の

視察を行った。 

・平成 20 年 7 月から 9月まで、Luan 教授（北京大学）を名古屋大学客員教授として招聘し

た。（別経費） 

・平成 20 年 12 月から 21 年 2 月まで、Niu 教授（天津大学）を名古屋大学客員教授として

招聘した。（別経費） 

・平成 20 年 7 月に、欧州にて、環境マネジメントに関する国際会議に参加した。 

・平成 20 年 9 月に、中国（北京、天津、四川省各地など）にて、各種の社会経済インフラ

の整備状況ならびに企業の視察を行った。 

・平成 20 年 12 月に、米国にて、シミュレーションに関する国際会議に参加し、研究報告

を行った。  
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９．平成２０年度研究交流実績総人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

（単位：人／人日）         

          派遣先 

派遣元 
日本 中国 

ﾄﾞｲﾂ･ｵｰｽﾄ

ﾘｱ 
ｱﾒﾘｶ  合計 

日本 
実施計画  32/160    32/160 

実績 34/209 2/22 1/7  37/238 

中国 
実施計画 (31/327)     (31/327)

実績 (25/300)    (25/300)

合計 

実施計画  

(31/327)

32/160    32/160 

(31/327)

実績  

(25/300)

34/209 2/22 

 

1/7 

 
 

37/238 

(25/300)

 

 

※各国別に、研究者交流・共同研究・セミナーにて交流した人数・人日数を記載してくだ

さい。（なお、記入の仕方の詳細については「記入上の注意」を参考にしてください。） 

※日本側予算によらない交流についても、カッコ書きで記入してください。（合計欄は（ ）

をのぞいた人・日数としてください。） 

 

 

９－２ 国内での交流実績 

実施計画 実  績 

24／63（人／人日）    10／17（人／人日） 
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１０．平成２０年度研究交流実績状況 
１０－１ 共同研究 

整理番号 R－1 研究開始年度 平成２０年度 研究終了年度 平成２２年度 

研究課題名 （和文）アジアにおける環境マネジメント 

（英文）Environment Management in Asia 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）薛 進軍、名古屋大学大学院経済学研究科・教授 

（英文）Xue Jinjun, Nagoya University, Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Luan Shengji, Beijing University, Professor 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流（相手

国予算による）につ

いても、カッコ書き

で記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

 

派遣元 

日本 中国  計 

（人／人日） （人／人日） （人／人日） （人／人日）

日本 実施計画  5／25  5／25 

実績 6／48  6／48 

中国 実施計画 (6／30)   (6／30) 

実績    

合計 実施計画  

(6／30) 

5／25 

 

 5／25 

(6／30) 

実績  6／48  6／48 

② 国内での交流       2 人／4人日 

２０年度の研究

交流活動及び成

果 

 

日本と中国における環境政策や国際連携について、環境行政の担当者に

よる論点整理を行った。特に中国側からは、国家環境総局：Shu Qing
（政策法規司長）、Peng Jinxin（国家環境委員会委員）ならびに国務院

発展センター・Liu Shejin 副センター長など、中国の環境政策担当責任

者も交えて、官学による意見交換と共同研究を行った。また、企業の環

境問題・環境技術移転とその経済モデル、さらに環境経営の諸問題につ

いて、基本的な枠組みを構築することができた。そして、持続可能な低

炭素経済へのガバナンスに関して、今後の論点を集約できた。 

日本側参加者数  

15 名 （１４－１ 日本側参加者リストを参照） 

（ 中国 ）国（地域）側参加者数 

34 名 （１４－２（ 中国 ）国側参加研究者リストを参照） 
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１０－２ セミナー 

整理番号 S－1 
セミナー名 （和文）（和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 環境分

野の日中協力 
（英文）JSPS Asian Core Program, Japan-China Cooperation 
in Environment 

開催時期 平成 21 年 10 月 4 日 ～ 平成 21 年 10 月 5 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、北京市、北京大学 
（英文）China、Beijing、Peking University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）薛 進軍、名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Xue Jinjun, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

Luan Shengji, Beijing University, Professor 

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     10/52 （ / ）人/人日 10/52

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者        0      人 

18

中国（地域）側参加者       18     人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①� ②の合計人数        28 人 

セミナー開催の目的 東アジアにおける環境のマネジメントに関して、特に日中の協力関

係について、セミナーを開催する。 
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セミナーの成果 中国側の拠点機関であり、開催場所である北京大学・環境学院は、

環境に関する研究においては中国を代表する研究機関であり、中国

政府に対する重要な政策提言を数多く行っている。さらに、環境分

野の日中協力において、環境局や国務院発展センターをはじめ、中

国政府の政策担当者も参加した。今回のセミナーでは、農村部なら

びに都市部の環境問題について、中国における調査報告が行われ、

また天津市における二酸化炭素の取引市場に関して紹介がなされ

た。日本側からは、社会環境管理の観点からの提言や、名古屋市な

どの行政の取組みなどが紹介された。日本側からのこれらの報告に

対しては、特に中国側参加者の関心が高く、活発な質疑が行われた。

また、本セミナーにおいては、日中の博士課程学生など、若手の参

加者からも研究報告が行われ、教育機会としても有意義であった。

本セミナーの研究成果を踏まえて、さらに発展させることを確認

した。中国側からは、Luan Shengji（北京大学）はじめ北京大学参

加研究者と、Niu Zhanwen（天津大学）はじめ Shu Qing（環境局）

が参加し、日中あわせて 16 件の報告が行われた。 

 

セミナーの運営組織 北京大学環境学院・Luan 教授（相手国側開催責任者）を実行委員長

として実行委員会を組織して開催した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費等            金額 1,694 千円 

相手国(地域) 
 

内容 セミナー開催経費     (金額 920 千円)     
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整理番号 S－2 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 モノづくりの

マネジメントと環境マネジメント 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program, Manufacturing 
Management and Environment Management   

開催時期 平成 20 年 12 月 26 日 ～ 平成 20 年 12 月 28 日（3 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、名古屋市、名古屋大学 
（英文）Japan、Nagoya、Nagoya University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）高桑宗右ヱ門、名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, Professor 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

 

参加者数 ①アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者     6/10  （ / ）人/人日 6/10

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数  計 

日本側参加者        48      人 

71 人

中国（地域）側参加者        23      人 

（ ）国（地域）側参加者               人 

①と②の合計人数        77 人 

セミナー開催の目的  東アジアにおけるモノづくりと環境のマネジメントに関して、特

にイノベーションと生産マネジメント、環境マネジメントについ

て、セミナーを開催する。名古屋大学大学院経済学研究科における

課題設定型ワークショップ（モノづくりのマネジメント）受講の院

生なども参加させる。 
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セミナーの成果 わが国と経済成長の著しい東アジアにおいて、製造企業における

モノづくりを支えるために、長年わが国において培われてきた経営

管理システム、イノベーションについて、理論と実践の両面から検

討を加えた。わが国を代表するモノづくり・製造企業が集積する中

部・東海地区において、名古屋大学経済学研究科は特に中部産業界

と連携して、日本経営管理標準やトヨタ生産システムなど、先端的

な研究を推進してきた。本事業の相手国の拠点機関ならびに協力機

関は、いずれも日系企業が拠点として事業展開している地域を代表

する研究機関である。 

第 1部「環境マネジメント」では、日中における国ならびに地方

自治体による取組みや環境方針に関して報告が行われた。さらに、

モノづくりに関して、とくにマテリアルフロー分析をはじめとする

環境経営の考え方が、日本側研究者から紹介された。第 2部「中国

におけるモノづくりと環境のマネジメント」では、四川大地震によ

る環境破壊、ロジスティクスの遮断、リスクマネジメントなどにつ

いて、北京理工大学、天津大学、西南交通大学の研究者による報告

があり、活発な討論を行うことができた。第 3部「モノづくり・イ

ノベーション・環境」では、日本型の経営管理、特にイノベーショ

ン・マーケティングについて、日本側研究者から報告が行われた。

また、博士課程院生や助教などの若手研究者による研究報告行われ

た。3部構成のセミナーにおいて、計 44 件の報告が行われた。 

なお、セミナーは、名古屋大学大学院経済学研究科における課題

設定型ワークショップの一部としても実施するものであり、大学院

生、PD 研究員も参加させることにより、最先端の産官学協同の研究

成果を取り入れたセミナーとして実施することができた。 
セミナーの運営組織 高桑宗右ヱ門（本プログラム・コーディネーター）が実行委員長と

して実行委員会を組織して開催し、セミナー会場の設営・準備を担

当した。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 セミナー開催経費     金額 1196 千円 
   講演謝金         金額  112 千円 

相手国(地域) 
 

   派遣旅費         (金額 1800 千円) 
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整理番号 S－3 
セミナー名 （和文）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業  ICT、モノ

づくりのマネジメントと環境マネジメント 
（英文） JSPS Asian Core Program, ICT, Manufacturing 
Management and Environment Management   

開催時期 平成 21 年 3 月 27 日 ～ 平成 21 年 3 月 29 日（3 日間）

開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）中国、北京市、北京大学、北京理工大学 
（英文）China、Beijing、Beijing University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）皆川 正、名古屋大学大学院経済学研究科・教授 
（英文）Soemon Takakuwa, Nagoya University, 

相手国側開催責任者 
氏名・所属・職 
(※日本以外で開催の場合) 

 

KONG Zhaojun, Beijing Institute of University, Professor 

参加者数 ① アジア研究教育拠点事業の経費を受けて参加した人数・人日数 

（その内、共同研究経費により支給したものについては、カッコ内にも記入のこと） 
計 

日本側参加者    14/73 （ / ）人/人日 14/73 

（ / ）

 人/人日

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

（ ）国（地域）側参加者         /     （ / ）人/人日 

②本事業の経費の支給を受けずに参加した人数 計 

日本側参加者              13 人 

28 人

中国（地域）側参加者              15 人 

（ ）国（地域）側参加者              人 

①と②の合計人数      42 人 

セミナー開催の目的  東アジアにおけるモノづくりのマネジメントについて、日本情報

経営学会・情報経営学会などの主催による国際会議（経営情報に関

する統一テーマ）において、分科会の形でセミナーを開催する。特

に、博士課程（後期課程）学生、助教、P.D.など、若手研究者によ

る研究報告ならびに討論を行う。そして、「生産および技術のマネ

ジメント」ならびに「環境のマネジメント」に関して、2009 年度

以降の共同研究とセミナー実施に関する方針を決定する。 
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セミナーの成果 本セミナーは、日本情報経営学会と情報経営学会、並びに中国の

IT・情報経営・情報経済関連の２学会共催による国際会議にあわせ、

分科会として実施された。特に日本情報経営学会はこれまで、技術

経営(MOT)を基幹的な研究プロジェクトとして位置づけ体系化に

取り組んできており、今回のセミナー実施にあたっては、日本型の

技術経営・イノベーションについて研究報告をオーガナイズするこ

とで国際会議が開催された。 
今回のセミナーでは IT ないし ICT を重要なキーワードとして位

置づけており、「ICT、モノづくりのマネジメントと環境マネジメン

ト」というテーマの下に、計 39 件の報告が行われた。これらの報

告と討議を基に、21 年度へ向けてのセミナーテーマとして「低炭

素経済」と「東アジアにおける生産と技術のマネジメント」という

２つのテーマに絞り込むことを決定した。 
国際会議では、CFP（発表論文募集）方式を採用して実施したこ

とにより、発表者ならびに著者はアジア諸国だけでなく、欧米で活

躍する第一線の研究者も加えて構成されており、活発な討議が行わ

れた。特に、本セミナーでは、博士課程（後期課程）学生、助教、

P.D.など、若手研究者による研究報告ならびに討論を行うことによ

り、報告者にとっては貴重な経験を得ることができ、教育面におい

ても多大な成果が得られた。 

セミナーの運営組織 皆川 正教授（名古屋大学・教授）と KONG Zhaojun 教授（相手国

側開催責任者）を分科会担当実行委員として実行委員会を組織して

開催する。 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容 外国旅費等       金額 2,730 千円 

相手国(地域) 
(中国) 

内容              金額 
日本情報経営学会主催による国際会議のため、負担なし 
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１０－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

 

① 相手国との交流                 （単位：人／人日） 

派遣先 

派遣元 
日本 

ﾄﾞｲﾂ・ 

ｵｰｽﾄﾘｱ 
アメリカ 中国 合計 

日本 
実施計画    3/15  

実績 2/22 1/7 4/36 7/65 

中国 実施計画 (2/182)     

実績 (2/185)    

合計 
実施計画 (2/182)     

実績 (2/185) 2/22 1/7 4/36 7/65 

② 国内での交流      2 人／3人日 
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１１．平成２０年度経費使用総額 

（単位 円） 

 経費内訳 金額 備考 

研究交流経費 
国内旅費 617,000  

外国旅費 6,985,481  

謝金 112,540  

備品・消耗品購入費 395,716 外国図書 26,854

その他経費 1,348,650  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

350,613  

計 9,810,000  

委託手数料 981,000  

合  計 10,791,000  

  ＊外国旅費の消費税については、１件毎で消費税を端数処理により計算しているため、３円誤差有。 

                    
１２．四半期毎の経費使用額及び交流実績 

 

 経費使用額（円） 交流人数（人／人日） 

第１四半期 1,366,155 7/52

第２四半期 1,800,764 5/54

第３四半期 3,678,964 11/59

第４四半期 2,964,117 14/73

計 9,810,000 37/238
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１３．平成２０年度相手国マッチングファンド使用額 

 

相手国（地域）名 中国   

平成２０年度使用額 

（単位：円相当） 
2,720,000 円相当

 

円相当

 

円相当

 

※ 交流実施期間中に、相手国が本事業のために使用したマッチングファンドの金額を、   

  日本円に換算して記入してください。 

 
 


