
① 地方公共団体

② 地方公共団体を構成員に含む協議会等

①

② 

③

①
採択事業
（１点まで）

② 準採択事業
（２点まで）

③ 佳作事業
（２点まで）

④ 助成率

⑤

①  採択されなかった提案は、翌年度再度提案できます。

②

③

② 提案書の形式 ： 形式は問いません。（プレゼン対応：パワーポイント、エクセル等可）

平成２９年度「コンテスト方式」に係る要望書（空整協申請様式１６または様式１７）の提出をお願いします。

３．提案対象事業：
　 空港周辺地域活性化、空港利用促進について、戦略的かつ一体的で成果が期待できるものであれば内容を問いません
（ただし、他に応募した提案は、除きます）。
   事業の例としては、平成27年度の実施事業と平成２８年度に実施される提案事業を別添に示します。

応募は、１団体１応募とします。

４．提案のあった事業の評価・採択：

　提案のあった事業については、｢新規独創性」、「持続可能性」等の他、特にその「効果｣が、より期待出来る事業について総合的
に第三者委員会が評価を行います。
　採択は、コンテスト応募事業の促進を促すものとして、優れた評価の提案事業を複数採択することによりコンテスト方式による空
港周辺地域活性化事業、空港利用促進事業の推進を図ります。
　なお採択した事業については、その応募内容を公開することとなります。

　平成27年度及び平成２８年度事業として採択（準採択・佳作含む）された事業は応募できません。
　　 注１）平成28年度事業として採択した複数年度に亘る事業は、平成29年度においても申請が必要となります。
　　 注２）なお、従来の「空港周辺活性化事業」・「空港利用促進事業」の枠内（限度額：１，２００万円）で申請することは可能
　　　　　 です。

２．応募主体：「地方公共団体等」

２９年度用

コンテスト方式による「空港周辺地域活性化事業」、「空港利用促進事業」募集要項　　　

１．主旨：

 　空港所在の地方公共団体等が主体となって、従来の空港周辺地域活性化事業、空港利用促進事業に囚われず、新たなニーズ
に対応した「新規性」・「独創性」・「持続性」を持った戦略的かつ一体的な取り組みに対し、協会として事業の提案を募り、評価を行
い、優れた事案について重点的な支援を行います。
　その成果をもって空港関連地域の取り組みにおけるモデル事業として波及効果の増進を図ります。

助成限度額：１，０００万円（単年度）／事業　　（単年度支援）
   ただし、従来申請の空港利用促進事業助成枠（1,200万円／空港）の併用も可能です。

８０％以内

 助成の交付は、単年度毎の事業完了（精算）後の一括払いを原則とします。

６．採択されなかった提案の再申請：

 不採択提案事業は、平成２９年度の「空港周辺地域活性化事業」、または「空港利用促進事業」として再申請すること
 が可能です。
 従来申請している事業に差し替えて、申請する場合は「空港利用促進事業」の枠内で申請できます。
 コンテストで採択された提案に準ずる内容のものは、再申請の場合査定はありますが優先的に採択します。

７．応募に際しての必要書類：
① 提案書：応募者、活性化事業、利用促進事業の概要、目標、組織体制、施策内容、事業総額、助成申請額、実施工程、
　　効果等を記載。

５．採択事業への助成：

助成限度額：３，０００万円（単年度）／事業　　（３ヵ年度支援を限度）
　 事業の性格上複数年度に亘る事業の場合、助成対象期限は３年間を限度として継続して支援します。　ただ
し、申請は２年目以降も行うものとします。
　 また、当初計画額に拘わらず２年目以降の申請において事業内容により、減額する場合もあります。

助成限度額：１，５００万円（単年度）／事業　　（単年度支援）
　 ただし、従来申請の空港利用促進事業助成枠（1,200万円／空港）の併用も可能です。

 　　 議題２： - ( 1 ) -
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① 募集期間：　５月２５日（水）～８月３１日（水）

②

③

　　　　

① 提案の確認：　９月１日（木）～９月６日（火）

　

② 提案資料の配付および提案に対するヒアリング：　９月７日（水）～９月下旬

③

④ 第三者委員会(選定分科会)による事業の評価及び採択 ： １０月上旬

⑤ 採択結果は、第三者委員会（選定分科会）終了後、速やかに通知します。

⑥

⑦

⑧

９．提案提出後の手続きとスケジュール予定：

８．募集期間・提案書類提出方法：

募集締切：　８月３１日（＊消印有効。なお、締め切り後の提出または変更は一切認めません。）

提出方法：　応募書類は、以下の宛先に郵送及び電子メールの双方にて、前記７項の書類及び電子ファイル
　　　　　　　 を送付してください。

宛先
　〒１０５－００１１
　東京都港区芝公園１－３－１
　留園ビル　５階
　ＴＥＬ：０３（６４５２）９００３（直）

　一般財団法人　空港環境整備協会　環境整備部
　環境整備事業コンテスト担当　　・永里　孝弘　（ E-mail：　 t-nagasato@aeif.or.jp ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ・大沼　保憲　（ E-mail：　 y-oonuma@aeif.or.jp ）

各事業における助成金の支払期限が３月末日であることから、事業の完了期限は２月末までです。
　　　事業完了後は、各事務所を経由して事務手続きを次の手順にて行います。
　１）事業完了報告書を各事務所に提出し、協会から助成金確定通知書を受け取ります。
　２）助成金請求書を、平成３０年３月１０日（金）までに本部必着となるように、各事務所に提出し、協会から
　　　助成金を受領します。
　３）当協会からの助成金支払い完了後、すみやかに「受領書」を各事務所に提出して下さい。

事業実施後の報告
　 採択事業については、事業実施翌年６月までに実施状況と結果及び評価等を取りまとめて、報告書を印刷物
（３部）と電子媒体にて提出して下さい。
　なお複数年に及ぶ事業も、毎翌年に経過報告と事業終了翌年にまとめた報告書を提出下さい。

 上記のスケジュールは、変更する場合があります。

　全ての応募事業を事前に、第三者委員会（選定委員）へ送付し、内容について検討して頂きます。
　応募のあった提案について、事務局より必要に応じヒアリングを実施します。

提案事業の一次評価：　９月下旬

　提案の応募数が多い場合は、応募資料を基に第三者委員会(選定分科会)の委員の方に、評価頂き優秀な提案
事業を６事業を目安に選定します。
　 なお、応募状況等により一次評価を省略する場合があります。

　第三者委員会（選定分科会）選定委員の一次評価で高い評価を得た応募事業は、第三者委員会（選定分科会）の
場でプレゼンテ－ション及びヒアリングを実施し、助成対象事業の採択を行います。
　なお、第三者委員会(選定分科会)による評価及び事業の採択は非公開です。

　 なお、採択されなかった提案につていは、１０月３１日(月）までに、平成２９年度空港環境整備協会助成事業
　（空港周辺地域活性化事業または空港利用促進事業）に再申請できます。

　募集期間終了後に、提案内容について確認するため、必要に応じて事務局より問い合わせを行うことがあります。

 　　 議題２： - ( 2 ) -



申請機関 順位
空港

（事務所）
事　業　名　及　び　事　業　概　要

別添－１ ２７年度実施事業（協会ホームページに記載）　

小松
小松空港協議

会

◎　乗り継ぎ利用促進による小松～羽田便の活性化
　　　　－新たな航空需要の創出－

準採択　国内線、国際線両方の乗り継ぎを拡大することで、新たな航空需要を創出し、羽田便の活性化を図る。
　(1)航空乗換利用促進協議会と連携した全国規模での航空乗換利用の促進
　(2)国内線の乗換促進
　(3)国際線の乗換促進

高松
高松空港振興

期成会

◎　高松空港ゲートウェイ機能整備事業

採択

　高松空港の特徴を活かして、新たな需要を創造し周辺地域の活性化と利用促進を図る。
事業の実施
　Ⅰ．高松空港「おもてなし」機能強化事業（外国人観光旅行者を対象）
　　①情報提供体制機能強化、②「てぶら観光」の推進、③広域エリアの観光情報等の
　　　アーカイブ化
　Ⅱ．空港周辺地域へのアクセス利用性向上事業
　　①レンタカーを活用したアクセス改善
　　②近隣観光地へのアクセス整備（香川県島しょ部、徳島県祖谷方面）

東京 大田区

◎　OTA SKY MARKET PROJECT（仮称）

準採択

 　大田区と航空事業者、運送業者とのアライアンスにより、全国各地の農水畜品を各地の空港から羽田
空港、羽田空港跡地へ鮮度をキープした状態で輸送し、羽田空港跡地での生鮮品の販売、レストランの
提供など、「全国の旬な食材」を身近に体験できる取組みを大田区が主体となりトータルプロデュース。
　羽田エリアを中心とした地元大田区及び生産元である各地域の活性化、さらには各商品や当取り組み
自体のブライデイングを目指す。
　また、当取組みで得られた各種データ（客数、客単価、人気商品など）をもとにマーケティング分析を実
施し、以降の更なる発展（近隣諸外国を含めた対象地域の拡大、開催頻度増、地元大田区の 飲食店等
とのビジネスマッチングの実施等）と助成金に頼らないビジネスモデルの確立による安定 継続的な取組
みを目指す。

大分
熊本

大分県
熊本県

◎　大分空港・阿蘇くまもと空港を拠点とする広域観光の推進

準採択

　隣接県の空港が連携し、県境を越えた広域的な観光を推進することで、新たな利用
者の獲得による空港の活性化を図る。
 （１） 大分空港・阿蘇くまもと空港を拠点とする広域サイクルツーリズムの推進事業両
　　　県の間に全国有数の観光道路である「やまなみハイウェイ」は、沿線に温泉施設
　　　等も点在しているため、景色を楽しみながら走れるスポーツ自転車にとって魅力
　　　的な観光資源である。両空港を連携し海外客も含め、空港の利用者にサイクル
　　　ツーリズムを提供するための事業を推進する。
 （２） 国際線を活用した広域観光促進事業
　　　両空港の活性化、利用者増加による路線の安定を図るための「インバウンド対策」、
　　　「アウトバウンド対策」事業の実施。

 　　 議題２： - ( 3 ) -



◎　松山空港・高知龍馬空港が連携した四国西南部地域への誘客促進事業

　平成28年度に愛媛県の｢えひめいやしの南予博 2016｣、高知県の｢2016 奥四万十博｣が、ほぼ同
時期に四国西南地域で開催されるほか、翌29年度の｢愛顔つなぐえひめ国体｣では、一部の競技が
高知県でも開催されることとなっている。
　この機を捉え、両県の空港が共同で、松山・高知の相互インアウトによる航空便と陸上交通（鉄道・
バス）が連携した誘客策を実施することにより、交流人口の拡大を通じた地域の活性化を図る。
　松山空港と高知龍馬空港の相互インアウトによる航空便の利用を促進するとともに、県外客に一度
の来訪で両博覧会と周辺エリアを周遊してもらえるよう、陸上交通（鉄道・バス）と連携した誘客策を
実施し、各交通モード（航空機＋鉄道＋バス）の利用促進と広域観光の振興を図る。
　さらに、より多くの県外客を誘致するため、航空会社の系列旅行社や大都市圏の大手旅行社による
旅行商品の造成と販売を支援するほか、空港ビル施設使用料の免除により、松山・高知の相互イン
アウトに資する新規路線の開設を目指す。

　大田区は、優れた技術を持つ中小企業の集積地として知られているが、区内工場の減少などにより
世界でも有数な機械金属加工ネットワークの機能低下が危惧されている。　そのような中、羽田空港
沖合展開による空港跡地第１ゾーン整備計画の一環として産業交流施設及び実施事業の検討を行っ
ており、その中から早期に着手可能な以下３事業を先行・試行実行する。
①　羽田空港の国内外のハブ機能を活用した地域間ネットワークを構築し、地方空港立地地域をはじ
　めとした各地域の企業の研究開発部門を羽田空港周辺地域に立地誘導して、高度な技術を有する
　区内企業との連携を促し、新製品、新サービス、新技術の創出、新規事業、新分野進出など産業イ
　ノベーションを進める。
②　企業誘致を図るための基礎的受け皿としての立地適地の不動産情報を収集、整備、発信して、新
　製品開発等に意欲のある企業を発掘し、研究開発拠点の誘致活動を進める。併せて、起業・ベンャー
　支援事業を展開して産学間連携等の参加者を増やすことにより、産業イノベーション発現の機会の拡
　大を図る。
③　これらに参加する企業、大学、研究機関等の事業企画の中から｢協創プロジェクト｣を組織し、事業
　の成功率を上げるための専門家、コーディネーターによるハンズオン支援を積極的に行う。これらの
　３事業を総合的に展開することにより、成功企業群の新分野進出等を進め、区内をはじめ誘致企業
　の出身地元経済への波及効果の還元を図る。

◎　ビジネス利用者支援による小松羽田便の活性化
　　　　～小松羽田ビジネスサポート事業～

羽田便を利用する企業に対して支援を行うことで、ビジネス客の利用を促進する。

○小松・羽田便ビジネスサポートキャンペペーン事業
　　　小松羽田便の利用を宣言する企業に対し
　　　　・空港利用の際の特典の付与
　　　　・利用回数に応じた特典の付与

◎　 Haneda　Innovation　GateWaｙ　Project（仮称）

松山

高知

東京

小松

高松

提案事業名

事業概要

佳　作
高松空港

振興期成会

◎　高松空港ゲートウエイ機能強化事業

　高松空港の更なる機能強化により、空港及び周辺地域の活性化を図ることを目的として次の事業
を行うもの。
Ⅰ．高松空港ネットワーク充実強化事業
　① トライアルチャーター便（新規路線含む）の着陸料支援等の就航サポート
　② 路線PR及び利用促進活動サポート
Ⅱ．高松空港サービス機能強化事業
　① 空港サービスカウンターの機能強化
　② 空港ビル内へのトライアル出店の支援

小松空港
協議会

佳　作

大田区 準採択

松山空港利用
促進協議会

高知県航空利
用

促進協議会

採　択

応募団体
空港
（事務
所）

２８年度実施事業（協会ホームページに記載）　

採択結果

 　　 議題２： - ( 4 ) -




