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平成２７年度	 

	 

成田空港地域共生・共栄会議	 
協働事業募集要綱	 

	 

	 

１．	 公募の趣旨	 

成田空港地域共生・共栄会議（以下「共生・共栄会議」という。）では、成田国際空港（以

下「成田空港」という。）を核とした地域振興、観光振興又は景観形成等の地域の共栄に係る

取り組みを行っている。	 

今回、成田市、富里市、山武市、香取市、多古町、芝山町、横芝光町、栄町及び神崎町（以

下「成田空港周辺地域」という。）の共栄につながる客観的な視点、新たなアイデアやノウハ

ウを集積するため、広く一般から「共栄につながる事業」を募集する。	 

審査により選定された事業は、事業実施団体及び共生・共栄会議の共栄ワーキンググルー

プ（以下「共栄ＷＧ」という。）が協働で実施するものとする。	 

	 

	 

２．	 募集	 

（１）	 対象団体	 

	 本事業に応募できる団体は、民間団体等（民間企業、事業組合、特定非営利活動法人、

公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人、国立大学

法人、学校法人等）及び任意団体（本事業を公平かつ効果的に取り組むことができる団

体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあると

ともに、事業の実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをい

う。）とし、以下の要件に該当する団体に限る。	 

１	 応募しようとする民間団体等及び任意団体は、当該募集に係る年度以前に団体の活

動実績が 1 年以上あり、かつ、応募しようとする事業（同様の事業を含む。）を実施し

た実績があること。	 

２	 応募しようとする民間団体等及び任意団体の役員に成田空港周辺地域並びに国、千

葉県及び成田空港株式会社の職員が含まれていないこと。	 

	 

（２）	 対象地域	 

	 成田空港周辺地域（成田市、富里市、山武市、香取市、多古町、芝山町、横芝光町、

栄町及び神崎町）	 

	 

（３）	 対象事業	 

以下の要件を全て満たす事業を対象とする。	 

１	 成田空港周辺地域の地域振興、観光振興又は景観形成等につながる事業であること。	 

２	 成田空港周辺地域の連携の強化に資するため、対象地域のうち２市町以上を含む事

業であること。	 

３	 特定の民間団体等及び任意団体の利益を目的とした事業ではないこと。	 
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（４）	 協定書の締結	 

協働事業の実施に当たり、事業実施団体及び共生・共栄会議は、事業の基本的事項及

び負担金に関する協定書を締結することとする。	 

	 

（５）	 実施期間	 

平成２７年１０月１日から平成２９年	 ２月２８日までに完了するもの。	 

	 

（６）	 負担金の額	 

１	 負担金の額は１事業１００万円以下（税込）とする。	 

２	 負担金の交付は、当該年度１団体１事業とする。	 

３	 同一団体に対する交付は連続３回を上限とする。	 

４	 本事業の実施に直接起因して、当該事業を実施する団体が、物品販売収入、参加料、

協賛金、広告掲載料等の収益金を収入する場合においては、交付対象経費から当該

収益金を控除した額（以下「控除後の額」という。）が１００万円未満となるとき

は、控除後の額を交付限度額とみなすものとする。	 

５	 負担金は、事業実施団体が共生・共栄会議に対して３か月毎に下記の資料を提出し、

共生・共栄会議において厳格に審査し、支出が適当であると判断された場合、交付

することとする。	 

ただし、選定された事業の実施期間が６か月未満の場合は、事業完了後に交付する

こととする。	 

① 事業収支報告書	 
② 負担金交付申請書	 
③ 交付対象経費に係る領収書	 
	 

（７）	 交付対象経費	 

	 本事業に係る費用のうち、交付対象となる経費は、選定された事業の実施に係る以下

の経費とする。	 

① 企画運営費（人件費など）	 
② 催事費（イベント会場費、諸謝金、会場設営費）	 
③ 印刷製本費（チラシ・ポスター制作費など）	 
④ 通信運搬費	 
⑤ 広告宣伝費	 
⑥ 地域特産品企画・開発経費（商品パッケージデザイン開発費、試作品制作費、販路
開拓のための調査経費など）	 

	 

※	 対象とならない経費の具体例	 

① 本事業に直接関係ない経費（団体の運営費等）	 
② 本事業に選定される前の経費	 
③ 実施期間内に実施されない活動に係る経費	 
④ 国、千葉県、その他行政により別途、補助金、支援金、委託費等が支給されている
もの、又は、支給を予定されているものがある場合には、当該部分について対象外

の経費となる（二重の支援は認めない）。	 

⑤ 施設整備費等（建物等管理費、建築・土木委託費等）の経費	 
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⑥ 備品購入費	 
⑦ 飲食費（食事、弁当、茶菓等）	 
⑧ 領収書等により、支払ったことを明確に確認することができない経費	 

	 	 	 	 	 ただし、上記のうち必要な経費として共生・共栄会議が認めた場合は交付対象とする。	 

	 

（８）	 選定事業数	 

２事業以内（１団体１事業）	 

	 

	 

３．	 応募方法	 

（１）	 提出書類	 

下記に示す様式に必要事項を記入のうえ、申込み・問合せ先へ、次の（２）に掲げる

いずれかの方法により提出すること。様式は、ウェブサイト「成田空港地域共生・共栄

会議」からダウンロードできる。	 

【提出書類】	 

事業提案書	 （様式１）	 

応募団体概要（様式２）	 

	 事業計画書	 （様式３）	 

	 収支計画書	 （様式４）	 

	 	 

	 定款・会則等	 

	 会員名簿	 

	 団体の直近 1 年間の事業報告・決算書	 

	 参考資料（会報、パンフレット等	 ※提出は任意）	 

	 ※その他必要に応じて追加資料の提出を求める場合がある。	 

	 

【応募条件】	 

・事業は、公募の趣旨に合うものとし、第三者の権利を侵害しない内容であること。	 

	 ・事業で公序良俗に反するものは、応募対象外とする。	 

	 

（２）	 提出方法	 

	 	 ア	 ホームページの場合	 

	 	 	 	 提出書類（必要に応じて参考資料）を一式〈電子データ〉で送信する。	 

	 	 イ	 郵送または持参の場合	 

	 	 	 	 提出書類２部及び電子媒体（ＣＤ-Ｒ）一式を申込み・問合せ先まで提出する。	 

	 	 	 ※	 ＣＤ-Ｒでの提出が困難な場合は提出方法を相談することができる。	 

	 

（３）	 応募受付期間	 

平成２７年	 ６月１０日（水）～	 ７月３１日（金）必着	 
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	 （４）スケジュール	 

平成２７年度	 ６～７月	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８月	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９月	 

	 	 	 	 	 	 	 	 １０月	 

事業の募集	 

第一次審査・第二次審査・選定結果の通知	 

協定書締結	 

事業の開始	 

	 

	 

４．選定方法	 

（１）	 審査における考え方	 

審査においては、地域の特色を活かした企画であることを高く評価する。また、先進

性、実現可能性、継続性、波及効果、発展性などの視点を重視する。	 

（２）	 第一次審査（書面審査）	 

	 	 	 	 応募があった事業については、共栄ＷＧ委員が（１）審査における考え方に基づき書面

審査を行い、第二次審査に進む事業を選定する。	 

（３）	 第二次審査（プレゼンテーション）	 

	 第二次審査に進んだ事業の提案者は、共栄ＷＧ委員を審査員とする審査会においてプ

レゼンテーション（提案事業説明・質疑応答等）を行い、審査員は、（１）審査における

考え方に基づき評価し、交付事業を決定する。	 

（４）	 事業の決定	 

① 審査員は、プレゼンテーションを行った事業について（１）審査における考え方に基
づき事業の評価を行う。	 

② 評価の高い事業を交付事業として決定するものとする。	 
③ 選考結果については、各団体に選考結果通知書により通知することとする。	 
④ 選定された事業については、事業実施団体と共生・共栄会議が役割分担、経費、成果
の帰属等の詳細を協議し、協定書等の文書によって確認する。	 

※	 応募団体の役員又は構成員に共栄ＷＧ委員が含まれる場合は、当該委員を審査員に含

まないものとする。	 

	 

	 

５．実績報告	 

	 	 	 事業実施団体は、事業が完了したときは、その完了した日から起算して３０日以内に、下記

に示す様式の資料を共生・共栄会議に提出しなければならない。	 

① 事業実績報告書	 
② 事業収支決算書	 
③ その他共生・共栄会議が必要と認める書類	 

	 

	 

６．その他	 

	 	 	 	 事業実施団体には、本事業完了後も共栄ＷＧに参画していただくよう要請する。	 

申込み・問合せ先	 

〒２８６－０１１１	 千葉県成田市三里塚御料牧場 1-2	 

成田空港地域共生・共栄会議	 事務局	 

電	 話	 	 ０４７６－３２－２０３５	 


