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アジア研究教育拠点事業 
平成２２年度 実施報告書 

 
 
１．拠点機関 

日 本 側 拠 点 機 関： 京都大学経済学研究科 
（ 中 国 側 ）拠 点 機 関： 南京師範大学 

 
２．研究交流課題名 

（和文）：    人間の持続的発達に関する経済学的研究             
                   （交流分野： 経済学  ）  
（英文）：    Research for Economics of Sustainable Human Development    
                   （交流分野： Economics ）  
 研究交流課題に係るホームページ：http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/asia_edu 
 
 
３．開始年度 

平成 22 年度（ 1 年目） 
 
４．実施体制 
日本側実施組織 
 拠点機関：京都大学 経済学研究科 
 実施組織代表者（所属部局・職・氏名）：経済学研究科・研究科長・田中 秀夫 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）：経済学研究科・教授・大西 広 
 事務組織：経済学研究科 事務部 
 
相手国側実施組織（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）Nanjing Normal University 

      （和文）南京師範大学 
 コーディネーター（所属部局・職・氏名）： 

（英文）Business School・Professor・Chongzheng Xu 
 経費負担区分：パターン 1 
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ｆ５．全期間を通じた研究交流目標 
京都大学経済学研究科は、いくつかのテーマを持って複数のアジア諸国の研究教育機関

と交流をしてきている。中国人民大学および台湾政治大学とは政治経済学や農業経済学の

分野で、また韓国ソウル大学や韓国慶北大学とは経済史学や北東アジア経済交流の問題に

ついて交流をして来ている。しかし、より理論的な方面で分析対象たる社会的人間の研究

のあり方を根本的に問う作業が、研究科所属の教授・大学院生・名誉教授層によって南京

師範大学との間でここ三年間継続されている。今回はこの関係を相手先大学の強力なバッ

クアップもえて、よりフォーマルに研究科の事業として進めるものである。 

 具体的には、2007 年 3 月と 2009 年 5 月に南京師範大学で開催した「人的発展経済学国際

会議」と、それを受けて 2007 年 9 月に京都大学経済学研究科で開催した基礎経済科学研究

所の研究大会への南京師範大学教授２名の招聘事業の成果をさらに「人間の持続的発展」

という方向に発展させる二国間、二大学間の交流である。京都大学経済学研究科は付属東

アジア経済研究センター(「上海センター」との名称を 2010.4 から改称するもの)としても、

この間は「経済の持続的発展」を一貫したテーマとしていくつかの企画を進めてきた。し

たがって、このテーマの経済学的人間観への展開としての意味をも持っている。 

 アダム・スミス以来の経済学における人間観である「経済人仮説」は、経済学や社会学

の発展によって特殊の人間観であること、異なる諸国家では異なる形式で人間の行動様式

が存在することがより強く意識されるようになり、経済学でも新しい枠組みが求められる

ようになっている。この必要性に答えたひとつの研究グループを両大学を中心として日中

間で形成することが本計画の目的である。先方の大学も我々もともにこのテーマに関心を

持つ研究者を両国で集めているからである。 

 したがって、本プロジェクトにより、「経済人仮説」を相対的化した「人間の持続的発展」

に関わる新しい枠組みの構築が期待される。その際、人間のあり方が時代により変化する

という時間軸上の変化・比較と、異なる諸国における異なる人間のあり方という空間軸上

の比較が特に解明される。 

また、これらの共同研究・共同研究集会には多くの若手研究者も参加する。共同集会の

共催者となる基礎経済科学研究所には院生を初めとする多くの若手研究者がおり、日本側

拠点校の京都大学経済学研究科にも多くの院生が存在するからである。これによって、こ

の分野に関心を持ち、研究・研究発表を行なう多くの若手研究者を育成することができる。 

 
６．平成２２年度研究交流目標 
南京師範大学とのこの分野での交流は以前から始まっていたが、本資金を得て、今年度

は通算では 3 度目、日本での初めての大型の研究集会開催となる。そのため、まずは可能

な限り日中両国のこの分野の研究者を 12 月開催予定の大会に集めることに集中する。この

ため、日本におけるこの分野の学会であり、かつ以前の南京師範大学との合同シンポを開

催してきた基礎経済科学研究所との共同を進める。また、日本側拠点校がこれまで交流を

深めてきたベトナム、韓国の研究機関との研究ネットワークとも接続させるため、両国の

協力者を日本側研究協力者に含め、彼らと中国拠点メンバーとの関係も深める。 
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 学術的には、日本開催の初年度であることから、①この研究分野を 1960 年代に初めて開

拓した際の研究史を整理する、②その後の理論的発展の結果、この分野が課題とするよう

になった研究テーマを網羅的に提起する、ことに重点を置く。 
 これらの作業の中で、京都大学所属院生・ポスドクの研究への参加を促進するいくつか

の機会を設定する。その際には、京都大学経済学研究科がこの度開始した「組織的な若手

研究者等海外派遣プログラム」との連携を計り、南京師範大学に派遣する機会をつくる。 
 
７．平成２２年度研究交流成果 
７－１ 研究協力体制の構築状況 

 本事業における「研究協力体制の構築」は、次の 3つのレベルにおいて推進された。 

① 京大拠点と南京師範大学拠点との協力関係 

通算 2 度にわたる両国でのセミナー開催によって、連携をより緊密なものにした。

また、南京師範大学とは日本側メンバー2 名が属する札幌学院大学とも協定があり、

その面でも関係は強化された。 

② 日中両国における両拠点と関連学会、研究者集団との協力関係 

日本側の基礎経済学研究所および南京師範大学許崇正教授を中心とする中国側の

「人的発展経済学」の研究グループとの交流関係を深め、かつ、12 月の京大会議に

よってより広い中国側関連研究者とのネットワークを強めることができた。日本国

内での交流・協力関係の構築については、地震により 3 月の東京セミナーが開催で

きなかったことによるダメージは否定できないが、セミナーのために準備された原

稿のうちのいくつかは共催団体である基礎経済科学研究所の雑誌に反映する方向で

議論いただいている。 

③ 世界規模への展開のための世界政治経済学会との協力関係 

昨年 5月の南京師範大学での小セミナーは、近隣の蘇州での世界経済学会大会に合

わせて開催し、前者の日本側参加者は後者にも全員が参加・報告を行った。そして、

ここへの参加のために、今後、この大会の分科会として Human Development 

Economics in Political Economy の分科会を設定し、本事業との共催企画としてほ

しいとの要請を行った。この要請は世界経済学会理事会で承認され、今年から正式

に分科会として開催されることとなった。この際、「日本側参加者」として、ベトナ

ム人研究者、韓国人研究者が加わっており、日中両国外からの本テーマの報告を増

やし、本テーマの重要性を強く対外的にアピールできたことが世界政治経済学会理

事会での承認につながったといえる。 

 

７－２ 学術面の成果 

 今年度は初年度であるので、本共同研究テーマの全体像を共有すべく、このテーマが含

みうるなるべく多くの小テーマ、ないし研究のトラディションをカバーすることに重点を

置いた。その結果、特に 12 月の日中京大会議では、環境、分業、市民社会、政治、人間解

放、民族、企業システム、信頼、知識生産などにも及ぶ領域であることを明確とした。地
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震により開催できなかった 3 月の東京セミナーでは、学生実態、障害者政策、宗教、芸術、

労働、自由時間にも関わるテーマを予定していた。地震という緊急の事態で残念ながら開

催できなかったが、そのような領域の重要性については開催準備期間において参加研究者

間で共通認識を持つことができた。 
 また特に、12 月集会では、同じ「人間発達の経済学」とは言っても、日中のそれには色

合いの相違があり、中国のそれは近代経済学の資源配分理論といった極めて理論的な概念

との関わりで論じていることを知り、日本側研究者は大きな刺激を受けた。今後深められ

るべきテーマと参加者は理解した。 
 
７－３ 若手研究者養成 

 5 月の南京での小セミナーには、京大の院生・研修員・OD が別予算で 8名参加し、12

月の日中会議では 4 名の院生・OD が報告を行った。さらに参加者レベルでもかなり多

くの京大院生が参加、討論を行った。報告された内容は、「中国における利益集団の展

開」(共同報告)、「蜷川革新府政再考」、「企業における信頼の形成と人間発達」、「知識生

産と制度要因」であった。まだ報告にこなれないところが散見されたが、問題意識はそれ

ぞれ明確で、「人間の持続的発展に関する経済学的研究」という視角での研究をしようとす

る姿勢が伺われた。日中両国における今後の本研究の重要な担い手として育ち、かつ日中

交流を進めてくれるものと確信する。 

 

７－４ 社会貢献 

 京都大学での 12 月の集会の参加者は延べ 76 名で、その中には多くの社会人が含まれて

いた。これは共催した基礎経済科学研究所が多くの社会人を内部に会員として持っている

ことともかかわっている。「人間発達の経済学」という本事業テーマは、そうした社会人が

強い関心を持つテーマであり、このような開放性を今後も維持したいと考える。 

 また、本予算を使って、海外を含む学会、研究会など数か所で研究成果の発表を行った。

論文などの出版も同じ効果を持つ。さらに、12 月の集会の共催団体である基礎経済科学研

究所はその雑誌『経済科学通信』で研究集会の様子を毎回詳しく報道している。 

 

７－５ 今後の課題・問題点 

 我々のプログラムは大型の「日中会議」を日中交互に開催するということとしていて、

その結果今年度は日本で開催したが、その場合、参加者が日本に偏ることはやむを得ない。

しかし、本分野の研究者数は中国において日本以上のものがある。このため、第二年度は

中国で開催したい。 
 また、日中両国を拠点としつつも、諸外国にも見るべきものがこの分野であり、それに

つなげるべく「日本側研究者」に韓国、ベトナムの研究者を加えたが、その本当の成果は、

「世界政治経済学会」という世界学会の分科会として本事業のセミナーが開催される次年

度から反映される。4 月に予定の中国開催の「日中会議」もより国際化して「国際会議」と

して開催されるが、それも同趣旨による。これらによって内容的にも深く、かつ幅広い研
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究としていく必要がある。 
 最後に、開催一週間前の地震により 3 月の東京セミナーが直前に開催中止となったこと

は残念無念である。各報告者はすべて報告準備を終え、報告原稿も準備できていたので、

それを何らかの形で(たとえば共催団体の基礎経済科学研究所の雑誌への掲載)公開できる

ようにしたい。また、一年間のさらなる研究の蓄積を経てより進んだ研究交流を当初予定

の東京にて開催することを課題としたい。 

 

７－６ 本研究交流事業により発表された論文 

  平成２２年度論文総数   32  本 

   うち、相手国参加研究者との共著 0 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 3 本 

 
８．平成２２年度研究交流実績概要 
８－１ 共同研究 R-1 

 本年度は第一年度であるので、本研究課題である「人間の持続的発達に関する経済学的

研究」の全体像を深め、共通認識とすることを目的に、海外のこの分野の諸研究資料を幅

広く収集し、その整理・分析を行なうとともに予算の範囲内で中国少数民族問題や中国経

済の持続的発展問題、モータリゼーションの社会的影響に関する調査・交流を行なった。

具体的には、 
① 本共同研究の一部を占める中国少数民族の人間発達に関わる問題については、 
・中国寧夏回族自治区の民族矛盾の有無に関するデータの取得について、12 月の京大での

セミナー(S-1)参加研究者(辛維挙教授)と日本側コーディネーターの大西とは継続的に作業

をしている。この研究は、この地域の少数民族が市場経済化に対応した人間類型を形成で

きるかどうかという問題に関する調査研究である。 
・コーディネーターは、インドにおけるチベット難民の調査を行った。これはインドにお

けるものであるが、中国の少数民族問題の一環をなすものとしての調査であった。 
・3 月には、日本側研究参加者のうちの 4 名が本予算で新疆ウイグル自治区の経済調査を行

った。ここでは大学機関への訪問・大学関係者との交流による学生の経済教育の現状と成

果に関わる問題およびウルムチ暴動など民族摩擦の影響に関する調査に重点を置いた。 
② 日本側研究者の植田和弘教授は、中国における持続的経済発展に関わるセミナーに参加

し、研究交流を行った。 
③ 日本側研究者の塩地洋教授は、中国におけるモータリゼーションの人間社会に与える影

響に関する調査を中国国内で行った。 
④ その他、国内での交流も予算の許す範囲で様々に展開した。また、コーディネーターは

インド出張中にバンガロールで開催された国際会議にも参加し、基調講演を行った。 
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８－２ セミナー 

 日本側で以下の「セミナー」を開催した。 

①  大規模集会 S-1 
12/11-12 の二日間にわたって、京都大学を会場に日中双方から延べ 79 名の参加で開催

した。この冒頭の 3 本の記念講演も、この分野の両国における研究の現状、さらに研

究の歴史を振り返るうえで非常に重要であったが、全体に、この分野がどれほど多く

の研究領域と関わっているかを確認するという上で大きな意義があった。若手の参加

や報告も意味があった。 
② なお、日本国内での小規模セミナー(S-2)は、直前の地震により開催中止がやむなきもの

となった。報告者全員がすでに報告原稿など準備を終えた状態での急なキャンセルで残

念無念であったが、東北地方からの予定参加者の参加のキャンセル、東京の電力事情・

交通事情などを勘案してやむなき措置であったと考えている。ただし、準備過程で本事

業テーマについての共通理解を深めたことは研究の蓄積であり、準備された報告原稿を

共催団体である基礎経済科学研究所の雑誌で公開するよう検討している。 

 

８－３ 研究者交流（共同研究、セミナー以外の交流） 

上記の企画以外に、5月には日本側から南京師範大学への研究者および大学院生の訪問を

行ない、「研究発表会」といった予備的な交流を行なった。また、本テーマの研究交流をい

ずれ 3 ヶ国に、そしてさらに多国間に拡げたいと考え、同時に海外から参加の日本側協力

研究者の Tran Tuan Phong 氏および Hyung-Ki Kim 氏にも参加いただき、日本と異なる研究

スタイル、志向性を交流できたことは非常に刺激となった。 

また、京都大学経済学研究科がこの度開始した「組織的な若手研究者等海外派遣プログ

ラム」の資金で京大院生・ポスドク等をこの場に 7 名程度派遣し、小報告をさせた。この

参加者は全員、南京師範大学における研究発表会開催直後に蘇州で開催される「世界政治

経済学会」大会にも参加・発表・討論を行ない、若手の国際経験として意義深かったと考

える。そして、この「世界政治経済学会」は、次年度から「人間の持続的発達に関する経

済学的研究」の分科会を設定していただけることとなった。 
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９．平成２２年度研究交流実績人数・人日数 
９－１ 相手国との交流実績 

     派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日

> 

韓国 

(日本側)

<人／人日>

ベトナム 

(日本側)

<人／人日>

インド 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画 
 

3/21    3/21 

実績 7/54   1/19 8/73 

中国 

<人／人日> 

実施計画 （15/60） 
 

   (15/60)

実績 (7/25)    (7/25)

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画   

 

   

実績  1/7   1/7 

ベトナム 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画    
 

  

実績  1/6   1/6 

合計 

<人／人日> 

実施計画 （15/60） 3/21    3/21 

実績 （7/25） 9/67   1/19 10/86

 

※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 

   35／74  <人／人日>    20/44 <人／人日> 
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１０．平成２２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 22 年度 研究終了年度 平成 26 年度

研究課題名 （和文）日本学術振興会アジア教育研究拠点事業 人間発達の経済学の諸

課題 

（英文）JSPS Asian Core Program, Tasks of the Human-Development 

Economics 

日本側代表者 

氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 

（英文）Hiroshi Ohnishi，Kyoto University，Professor 

相手国側代表者 

氏名・所属・職 

Chongzheng Xu，Nanjing Normal University，Professor 

 

交流人数 

（※日本側予算に

よらない交流につ

いても、カッコ書

きで記入のこと。） 

① 相手国との交流 

派遣先 

派遣元 

日本 中国 インド 計 

<人／人日> <人／人日> <人／人日> <人／人日>

日本 

<人／人日> 

実施計画

 
0/0  0/0 

実績 6/46 1/19 7/65 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0 
 

 0/0 

実績 0/0  0/0 

合計 

<人／人日> 

実施計画
0/0 0/0  0/0 

実績 
0/0 6/46 1/19 7/65 

 ③  国内での交流     10 人／19 人日 

２２年度の研

究交流活動 

 本年度は第一年度であるので、本研究課題である「人間の持続的発達に

関する経済学的研究」の全体像を深め、共通認識とすることを目的に、海

外のこの分野の諸研究資料を幅広く収集し、その整理・分析を行なうとと

もに予算の範囲内で中国少数民族問題や中国や先進国の経済の持続的発

展問題、モータリゼーションの社会的影響に関する調査・交流を行なった。

研究交流活動

成果 

「人間の持続的発達に関する経済学的研究」に関わる日中双方(さらにベ

トナム、韓国)の研究動向を調査するとともに、中国を中心とする地域の

現実社会の分析に関わる資料収集・分析が進んだ。特に、中国少数民族問

題や中国や先進国の経済の持続的発展問題、モータリゼーションの社会的

影響に関する分野での認識の深化、共有化が進んだ。 

日本側参加者数  

28 名 （１４－１日本側参加者リストを参照） 

（ 中 ）国（地域）側参加者数 

19 名 （１４－２（中）国（地域）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）日本学術振興会アジア研究教育拠点事業 経済学における

人間の持続的発達 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program, Sustainable 
Human-Development in Political Economy 

開催時期 平成 22 年 12 月 11 日 ～ 平成 22 年 12 月 12 日（2 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、京都市、京都大学 
（英文）Japan, Kyoto, Kyoto University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 
（英文）Hiroshi Ohnishi, Kyoto 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 

    派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  日本  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 10/25
B. 
C. 9/18

中国 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 7/25

韓国 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

ベトナム 
（日本側） 
<人／人日> 

A. 
B. 
C. 

合計 
<人／人日> 

A. 10/25
B. 
C. 16/43
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セミナー開催の目的 この分野の共同研究に多数の研究者を導くためにできるだけ多く

の参加者を得、この分野における研究を体系的組織的に促進する素

地を形成すること、また、日本におけるこの分野の学会であり、か

つ以前の南京師範大学との合同シンポを開催してきた基礎経済科

学研究所との協力関係も強めることを目的とした。さらに、若手の

参加・研究報告を重視し、この分野で育てていく機会とすることも

目的とした。 
セミナーの成果 冒頭の 3本の記念講演は、この分野の両国における研究の現状、さ

らに研究の歴史を振り返るうえで非常に重要であったが、全体に、

この分野がどれほど多くの研究領域と関わっているかを確認する

という上でも大きな意義があった。若手の参加や報告も意味があっ

た。 

セミナーの運営組織 京都大学および基礎経済科学研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容  会議費            金額  95,530 円 
    通訳・翻訳・設営・準備謝金     802,950 円 
    備品・消耗品購入             153,367 円 
    国内旅費              396,820 円 
    印刷費               178,890 円 
    郵送料                                4,130 円 
    消費税                 7,095 円 

        合計 1,638,782 円 

（中国）側 内容  外国旅費          金額 1,200,000 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 経済学における

人間の持続的発達 
（ 英 文 ） JSPS Asian Core Program, Sustainable 
Human-Development in Political Economy 

開催時期 平成 23 年 3 月 19 日（ 1 日間） 
開催地（国名、都市名、

会場名） 
（和文）日本、東京都 23 区内、専修大学 
（英文）Japan, Tokyo, Senshu University 

日本側開催責任者 
氏名・所属・職 

（和文）大西 広・京都大学・教授 
（英文）Hiroshi Ohnishi, Kyoto 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 
   派遣先 
派遣元 

セミナー開催国 
（  日本  ） 

日本 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0

合計 
<人／人日> 

A. 0/0
B. 0/0
C. 0/0
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セミナー開催の目的 この分野の共同研究に多数の研究者を導くためにできるだけ多く

の参加者を得るという初年度の目標を達成するため、この分野にお

ける東日本の研究者を集める場として、また、京都大学における

12 月の日中会議の成果を整理する目的で開催しようとした。 

セミナーの成果 本セミナーは残念ながら直前の地震により開催中止がやむなきも

のとなった。報告者全員がすでに報告原稿など準備を終えた状態で

の急なキャンセルで残念無念であったが、東北地方からの予定参加

者の参加のキャンセル、東京の電力事情・交通事情などを勘案して

やむなき措置であったと考えている。ただし、準備過程で本事業テ

ーマについての共通理解を深めたことは研究の蓄積であり、準備さ

れた報告原稿を共催団体である基礎経済科学研究所の雑誌で公開

するよう検討している。 

セミナーの運営組織 京都大学および基礎経済科学研究所 

開催経費

分担内容

と金額 

日本側 内容                    金額  0 円

 
         合計  0 円

（ 中 ）国

（地域）側 
内容                    金額  0 円
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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   

     派遣先 

派遣元 
日本 

<人／人日> 

中国 

<人／人日

> 

韓国 

(日本側)

<人／人日>

ベトナム 

(日本側)

<人／人日>

インド 

<人／人日> 
合計 

日本 

<人／人日> 

実施計画  3/21    3/21 

実績 1/8    1/8 

中国 

<人／人日> 

実施計画 0/0     0/0 

実績 0/0    0/0 

韓国 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 
   1/7   1/7 

ベトナム 

(日本側) 

<人／人日> 

実施計画       

実績 
 1/6   1/6 

合計 

<人／人日> 

実施計画  3/21    3/21 

実績  3/21    3/21 

                

所属・職名 

派遣者名 

派遣・受入先 

（国・都市・機関） 
派遣時期 用務・目的等 

京都大学・教授・

大西広 

中国・南京・南京師範

大学および蘇州・中国

人民大学および上海

市浦東政府 

2010.5.2

4-5.31 

研究交流・12 月京大会議の打合

せ、世界政治経済学会との協同の

可能性を探るための協議、若手研

究者の研究指導 

Vietnamese 

Academy of Social 

Science, 

Researcher, Tran 

Tuan Phong 

中国・南京・南京師範

大学および蘇州・中国

人民大学 

2010.5.2

6-5.31 

研究交流・12 月京大会議の打合

せ、世界政治経済学会との協同の

可能性を探るための協議、若手研

究者の研究指導 

Kyungpook 

National 

University, 

professor, 

Hyung-Ki Kim 

中国・南京・南京師範

大学および蘇州・中国

人民大学 

2010.5.2

6-6.1 

研究交流・12 月京大会議の打合

せ、世界政治経済学会との協同の

可能性を探るための協議、若手研

究者の研究指導 
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１１．平成２２年度経費使用総額 

 経費内訳 金額（円） 備考 

研究交流経費 
国内旅費 880,210  

外国旅費 1,896,377  

謝金 802,950  

備品・消耗品購入費 153,367  

その他経費 434,614  

外国旅費・謝金に係
る消費税 

102,482  

計 4,270,000  

委託手数料 427,000 
消費税額は内額

とする。

合  計 4,697,000 

 
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 626,110 3/21 

第２四半期 900 0/0 

第３四半期 2,210,364 17/59 

第４四半期 1,432,626 10/50 

計 4,270,000 30/130 

 
１３．平成２２年度相手国マッチングファンド使用額 

相手国名 
平成２２年度使用額 

（日本円換算額） [単位：現地通貨] 

中国 1,200,000 円 
[  元   ] 

89,000  

 


