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議題 １ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度の事業の採択について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添  付 

 

 １．平成２５年度環境整備事業の採択の考え方 

  ２．空港周辺環境整備事業助成要領 

 

 



 
平成２５年度 環境整備事業の採択の考え方 

 
 
 平成２５年度においては、以下の考え方により採択した。 
 
１ 助成事業は、『航空機騒音に伴う日常生活の負担・不満を軽減するとともに、地域の 
コミュニティの形成や活性化を支援し、空港と地域との共生を図ることにより、空港周辺
地域住民、地方公共団体等に空港を受け入れていただき、もって空港の円滑な運用を
確保すること』を目的とする事業であるが、下記２に記載する事業以外の申請事業の計
画、方法及び予想する成果については、次のとおり適切であった。 

 
  (1) 事業の計画及び方法は、目的を達成するために適切であり、かつ充分な成果を期 

待し得るものである。 
  (2) 事業の計画及び方法は、営利を目的としないものである。 
  (3) 事業の予想する成果は、特定の者の利益にのみ寄与すると認められないものであ 
    る。 
 
２ 助成要領及び協会事業の趣旨に照らして、助成不適当としたものは、次のとおりであっ
た。 

  (1) Ｗ７０未満の区域であるもの                         （助成要領 第３条２項） 
   ・ 公園整備（熊本） 
  (2) 本来の目的以外で使用する恐れのあるもの            （助成要領 第１条及び上記１） 
   ・ 自治体以外の施設への車両の整備（熊本） 
 (3) 娯楽性の高い機器であるもの                                 （助成要領 第２条３項） 
   ・ パークゴルフ用具（福岡） 
 (4) 助成対象者・施設として適当でないもの                            
   ・ 職業訓練校（熊本２件）                        （助成要領 第２条３項１号） 
   ・ 託児室（熊本）                                （助成要領 第４条） 
 (5) 消耗品的資器材であるもの                                      （助成要領 第６条２項） 
      ・ ＬＥＤ電球及びＬＥＤ蛍光灯（高知） 
      ・ プリンター用トナー（高知）            
 (6) 利便向上事業の整備資器材であまりにも少額なもの               （助成要領 第６条２項） 
     （図書、楽器、防災用具、遊具、資器材の付属器具等は除く） 

      ・ 折りたたみ椅子（単価１,０００円未満）（新千歳、高知、宮崎）            
 
３ 整備場所がＷ７０以上の区域ではないが、特別な理由があり採択したものは、次のとお
りであった。                                     （助成要領 第３条２項） 

 
(1) 利用者の多くが区域内に居住していることから、助成対象とすることが適当と判断し
た。 
・資器材 (広島、高知、熊本) 

(2) 最終進入時の旋回飛行経路下であることから、助成対象とすることが適当と判断し
た。 
・資器材 (熊本) 

  
４ 最終査定 

上記に加え、別紙の考え方をベースにしつつ、内閣府の一般財団法人移行認可の際に
作成した「公益目的支出計画」において、環境整備事業の駐車場収入比率を７．９％（２
３年度予算の数値）としたことを踏まえて、最終査定を実施した。 



 別紙 
 

○ 採択に関する運用及び考慮事項 
 
  (1) 各空港の駐車場事業の利益はプール制として、各空港の環境整備事業に充当する。 
  (2) 全空港において、原則として、それぞれ収入比率５％程度を下限ベースとして、騒音

影響の大小については、これを勘案する。 
  (3) 特殊要因のある空港（新滑走路の供用開始、夜間便の就航、増便、飛行経路の変 
    更等）については、これを勘案する。 
  (4) 国等から助成を受ける事業については、助成対象としない。 
  (5) その他の考慮事項 
 
  ① 空港ごと、自治体ごとの助成実績額を勘案 
       （前年度に予算を多めに採択した空港は、当該年度は少な目にする等） 
    ② 自治体が行った助成事業の効果や評価を勘案 
       （当該事業の直接的な効果及び空港の円滑な運用を図るという観点からの効果と

事業の評価について採択の参考にする。） 
    ③ 自治体の住民やマスコミ等に対する助成事業の広報、ＰＲ等を勘案 
       （これまで実施した事業の広報等及び当該事業の広報、ＰＲの計画や予定につい

て採択の参考にする。） 
    
                                             【参 考】  

区   分 空  港  名 
  
 密集市街地空港  福岡 
  
 市街地空港  新千歳 函館 仙台 東京 新潟 
  松山 高知 熊本 大分 宮崎  
  
 共用市街地飛行場  小松 徳島 
  
  
 非市街地空港  釧路 広島 高松 長崎 
  

 



 

空港周辺環境整備事業助成要領 

 

 

制定 平成 7年 6月 6日  空整協第453号 

改正 平成17年10月20日  空整協第217号 

改正 平成19年10月 1日 空整協第355号 

改正 平成21年 3月12日 空整協第163号 

改正 平成22年3月30日 空整協第141号 

改正 平成23年3月28日 空整協第104号 

 

    （目的） 

   第１条 この要領は、財団法人空港環境整備協会（以下「協会」という。）が空港の円滑 

    な運用を確保する観点から空港周辺住民、地方公共団体等の理解を得るために実施する、 

    空港周辺環境整備事業に係る助成に関して定めるものである。 

    （助成対象事業の範囲） 

   第２条 助成の対象となる事業の範囲は、次に掲げるものとする。なお、空港・地域共生 

    対策事業の具体的な対象事業を例示すると、別表のとおり。 

    （１）空港周辺環境対策事業 

      ① 航空機騒音測定機器・空調機器等の整備事業 

      ② 航空機騒音等の軽減のための移転跡地、公園等の整備事業 

    （２）空港・地域共生対策事業 

         ①  空港周辺住民の生活環境の改善、周辺地域の安全・安心や活性化に寄与する施設 

       の整備事業（空港周辺地域施設等整備事業） 

         ②  空港周辺住民利用施設等への資器材等の整備による利便向上・活動支援事業 

         （空港周辺地域利便向上事業） 

     ③  空港周辺住民の安全を保つ、緊急時対応の一助として、消防車・救急車等の整備 

       事業（空港周辺地域における消防車・救急車等整備事業） 

     ④  空港周辺住民による空港を核とした地域活性化事業、空港の利用促進に係る事業 

            （空港周辺地域活性化活動事業） 

   ２ 建物の建設及び改修、道路の整備、下水道工事等の公共工事的事業は、原則として助 

    成の対象としない。 

   ３ 空港周辺地域利便向上事業（以下「利便向上事業」という。）に係る助成の対象となる 

   施設については、次に掲げるものとする。 

     なお、テレビゲーム機器、カラオケ機器等娯楽性の高い機器は、助成の対象としない。 

         ① 教育施設等への教育用資器材等の整備事業 

             対象施設は原則として、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防 

       止等に関する法律第５条に規定する施設のうち、高等学校、大学、高等専門学校、 

       医療法第１条の５第１項に規定する病院及び同条第２項に規定する診療所を除く 

       施設とする。 

         ② 共同利用施設等への地域住民活動用資器材等の整備事業 

             対象施設は原則として、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止 

       等に関する法律施行令第５条に定める施設及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措 

      置法第10条第２項に定める公園、広場並びにこれらに類するものとして協会が認 

      めた施設とする。 

 

 



    （対象空港及び対象地域） 

   第３条 対象空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する空港とする。 

      ただし、協会が特に認めた場合には、協会が駐車場を管理運営する共用飛行場も、対象 

    空港とすることができる。 

   ２ 前項の対象空港における助成対象地域は、空港周辺活性化活動事業を除き、原則として 

    ＷＥＣＰＮＬ７０以上の区域とする。 

   ３ 前項の規定にかかわらず、消防車・救急車等の整備事業の対象については、国と「航空 

    機事故消火救難協定」等を締結し、かつ空港標点から原則として９キロメートル以内に存 

    する消防機関とする。 

    （助成対象者） 

   第４条 助成対象者は、原則として前条に定める区域内で第２条に定める事業を行う地方公 

    共団体及び第２条第３項に定める施設を設置、管理する公共的団体とする。 

    （助成金の額） 

   第５条  助成金の額は、予算の範囲内で決定するものとし、助成率は原則として次に定める 

    る率を限度とする。 

    （１）空港周辺環境対策事業及び空港周辺地域整備事業（消防車・救急車等の整備事業を 

      除く。）事業費の80%。 

       ただし、土地の収得費、設計費及び施設の維持運営費等は助成の交付対象としな 

       い。 

    （２）消防車・救急車等の整備事業 事業費の30%。 

       ただし、１事業毎に３千万円を超えない金額とする。 

       また、車両取得に係る取得税及び自賠責保険等の付帯経費は助成の交付対象とし 

      ない。 

    （３）空港周辺地域活性化活動事業 事業費の80%。 

       ただし、空港利用促進等事業については、空港毎に１千万円を超えない金額とす 

      る。 

       また、イベントの開催事業については、定額とする。 

     （４）利便向上事業 事業費の80％。 

       ただし、各施設ごとに、次条第２項に規定する資器材等の新規整備事業及び追加 

      整備事業の申請２回の助成金の合計額は200万円を超えない金額とする。 

    （助成金交付申請書の提出） 

   第６条 助成金の交付を受けようとする団体が所在する地方公共団体、助成金の交付を受け 

    ようとする地方公共団体又は空港長が推薦する非営利団体（空港周辺地域活性化活動事業 

    に限る。）（以下「助成申請者」という。）は、交付を受けようとする事業年度の前年度の 

    ９月末までに「助成金交付申請書」（第１号様式）を協会事務所長経由会長あてに提出す 

   るものとする。 

     ただし、助成金の交付を緊急に必要とする場合その他協会が特に必要があると認めた場 

    合は、この提出期限にかかわらず、助成金の交付を申請することができる。 

   ２ 利便向上事業の助成を申請する場合には、１施設について７年ごとに、資器材等の新規 

   整備事業及び追加整備事業の助成を、それぞれ１回づつ申請することができる。 

       また、申請する資器材等は、原則として１資器材の価格が１０万円以上で、かつ耐用 

   年数が５年以上のものとする。 

   ３ 協会事務所長は、前項の申請について内容を審査し、優先順位及び意見書を付して協会 

    本部に上申するものとする。 

 

 

    （助成金の交付決定通知） 



   第７条 協会は助成金の交付申請があった場合には、申請の内容について審査し、助成金を 

    交付することが適当であると認めたときは、「助成金交付決定通知書」（第２号様式）に 

   より交付の決定通知を行うものとする。 

    （事業計画の変更等） 

   第８条 助成申請者は「助成金交付決定通知書」に記載されている事項を変更する場合はあ 

    らかじめ変更の理由及び経費の積算を記載した「事業計画変更（中止）申請書」（第３号 

    様式）を協会に提出し、承認を受けるものとする。 

   ２ 協会は前項の申請について内容を審査したうえで、予算の範囲内で「事業計画変更（中 

    止）決定通知書」（第４号様式）により助成金の交付の変更又は中止の決定通知を行うも 

    のとする。 

    （事業の実施中における報告徴収及び調査） 

   第９条 協会は本事業の適正を期するため、必要がある場合は助成申請者又は助成金被交付 

    団体に対して事業の実施状況について報告を求め、また調査を行うことができる。 

    （事業完了報告書の提出） 

   第10条 助成申請者は、事業完了の日から15日以内に「事業完了報告書」（第５号様式)を 

    協会事務所長経由会長あてに提出するものとする。 

    （検査） 

   第11条 協会は、事業完了後必要に応じ検査を行うものとする。 

    （助成金交付確定通知） 

   第12条 協会は「事業完了報告書」の内容について審査したうえで「助成金確定通知書」 

   （第６号様式）により助成申請者に助成金交付確定額を通知する。 

   ２ 確定額は、交付決定額を限度として事業費総額に「助成金交付決定通知書」に記載され 

    た助成率を乗じた額とする。 

    （助成金交付請求書） 

   第13条 助成申請者は、「助成金確定通知書」を受領した後５日以内に「助成金交付請求 

    書」（第７号様式）を協会事務所長経由会長あてに提出するものとする。 

    （助成金の交付） 

   第14条 助成金は、事業完了後一括払いを原則とする。 

    （助成標識の掲示） 

   第15条 助成事業者は、当該助成事業により取得した物件等に対して、別に定める「助 

   成物件の表示要領」に基づき協会から助成金を交付された旨を掲示しなければならない。 

      附 則 

   １ 本要領は、平成7年6月6日から施行し、平成８年度から実施する事業に適用する。 

   ２ 助成金交付申請等に係る手続きについて（平成4年6月2日付 航公協第444号）は、 

    これを廃止する。 

      附 則 

   本要領は、平成17年10月20日から施行する。 

         附 則 

   本要領は、平成19年10月1日から施行し、平成20年度に実施する事業から適用する。 

         附 則 

   本要領は、平成21年 3月12日から施行し、平成21年度に実施する事業から適用する。 

         附 則 

   本要領は、平成22年3月30日から施行し、平成22年度に実施する事業から適用する。 

         附 則 

   本要領は、平成23年3月28日から施行し、平成２３年度に実施する事業から適用する。 

 

 



 

空港・地域共生対策事業の例 

 

（１）空港周辺地域施設等整備事業    
 

① バリアーフリー化 共同利用施設等のバリアフリー化（トイレ、手すり、 

スロープ等） 

②  生活環境 花壇 

③  生活安全 自主防災組織資器材（情報連絡設備、消火救難設備、水防 

設備、避難設備、給水タンク等） 

④ 福祉活動  デイサービスカー、障害者用リフト付バス、 

 福祉器材（車いす入浴装置等） 

⑤ 観光推進 観光推進施設・設備（レプリカ、モニュメント等） 

⑥ その他  コミュニティ掲示板、バス停設備、駐輪場設備 

 

 

（２）空港周辺地域利便向上事業  
 

① 文化・学習活動  文化施設備品（図書、視聴覚機器、音響機器、調理機器、 

 楽器 等）、移動図書館 

② スポーツ、レク活動  スポーツ用具、スポーツ施設、 

③ その他利便の向上 

  ・活動支援 

 テレビ、ビデオ、冷蔵庫、エアコン、パソコン、複写機、 

 プリンター、会議用テーブル、椅子、放送機器、遊具、等 

 

 

（３）空港周辺地域における消防車・救急車等整備事業 
 

① 消防車・救急車等  消防車、査察車、救急車、救助工作車、消防資器材、 

通信指令施設、防災無線設備、救急用資器材、防災用資器材 

 

 

（４）空港周辺地域活性化活動事業 
 

① 空港周辺地域（空港を含む。）における活性化事業 

②空港利用促進等空港周辺地域振興事業 

 （利用促進パンフ・ビデオ等の作成、利用実態等調査、空港アクセス改善実験等） 

 

 

 




