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※申請書類は福山城築城４００年記念事業実行委員会のホームページからダウンロードできます。 HP： https://fukuyama400.jp  

申 請 期 間 2021年（令和３年）６月１日（火）～同年６月 30日（水） 

事業実施期間 2022年（令和４年）１月 1日（土）～2023年（令和 5年）１月 31日（火） 

【応募・問合せ先】 

福山城築城４００年記念事業実行委員会事務局（福山市経済環境局文化観光振興部文化振興課） 

〒720-8501 福山市東桜町 3番 5号 

T E L：084-928-1117［土・日曜，祝日を除く 8：30～17：15］ 

F A X：084-928-1736 

E メ ー ル：bunka@city.fukuyama.hiroshima.jp 
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1.事業の目的                        

２０２２年（令和４年）は，初代藩主水野勝成が築城して４００年という大きな節目の年であ

り，町の名前を「福山」，そして城の名前を「福山城」とされたことから，「福山」という町が

誕生して４００年という節目の年です。 

築城 400年を機に，これまで先人により育まれてきた「先進性」，「創造性」，「多様性」，

「持続性」といった「城があるまち福山」の価値や魅力を高め，市民の誇りにつなげていくた

め，次のとおり事業の提案を募集します。 

【コンセプト】 

  

先進性 
新しいことに挑戦しつづけてきた
まち 

創造性 
交通の要衝と豊かな資源，文化交
流が伝統芸能やものづくりの文化
を育んできたまち 

初代藩主水野勝成，一番槍，放浪時代，

名君 等 

山陽道，宿場町，能楽，茶道，琴，    

備後絣，びんご畳表，食 等 

  

多様性 
多くの人材の交流や国際性，ロー
ズマインドを育んできたまち 

持続性 
安心・安全で豊かな環境づくりに
取り組んできたまち 

阿部正弘，藩校，誠之館，菅茶山，廉塾，   

ばら 等 
鉄板張り，城下町，上水道，干拓，   

砂留 等 
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【記念事業基本方針の目的】 

福山城築城４００年を契機として，先人の歩みや大切にしてきた思いを，あらためて振り返り， 

市民の心を一つにする機会とします。 

さらに，福山城をはじめ，市全体の歴史・文化資源等の価値を再認識し，磨き上げ，その魅力を 

市内外に発信することで，「城があるまち福山」を市民全体の誇りとします。 

 

２.補助の対象となる事業                        

１ 募集事業  

〇福山城を核とした城下町エリアの魅力・価値の向上 

 （例）福山城及び周辺のにぎわいの創出やＪＲ福山駅南北の回遊性の向上に資する事業 

    城下町（福山城及び周辺）の新しい活用方法を提案する事業 

〇福山城を拠点とした歴史文化資源のネットワーク化 

（例）市内各地域の歴史文化資源の魅力を発信するための交流・体験事業の実施 

〇デジタル化の推進 

 （例）インターネットや動画等による福山城をはじめ市内各地域の歴史文化資源の価値や魅力

を発信する事業・福山城や地域の歴史資源の魅力を紹介した動画等の制作 

 

 

 

 

２ 対象事業  

【対象事業】  

提案事業は，次の項目のすべて満たす事業とします。 

（１）基本方針の目的に沿った事業 

福山城をはじめ本市の歴史文化資源の魅力の発信につながる事業等 

（２）「先進性」「創造性」「多様性」「持続性」といった「城があるまち福山」の価値や魅力

を高めることが期待できる事業 

（３）市民のニーズが認められ，実施により市民の満足度が高まる事業であること 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点も事業内容に反映させてください。 
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（４）団体自らが企画・実施し，団体の構成員以外の者が広く参加できる事業（幅広い世代が参

加できる事業等） 

（５）2022年 1月 1日から 2023年 1月 31日までに実施する事業 

（６）福山城築城 400年記念事業のＰＲや市民の参加など効果が期待できる事業 

（７）新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い，参加者の安心・安全が確保された事業 

○次の項目に該当するものは対象となりません。 

・営利を主目的とするもの 

・特定の宗教又は政治団体の利害に関するもの 

・公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 

・集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるもの 

・施設等の建設及び整備を目的とする事業 

・福山市から本事業で助成を受けている（予定を含む。）もの   

 

３ 応募条件  

応募できる団体は，次の項目のいずれにも該当するものとし，1団体 1事業の申請としてくだ

さい。 

（1）福山市内の団体（地域・ボランティア・企業・学校等）であること。ただし，福山市外の

団体・企業については，1以上の福山市内の団体・グループ，市内に本社または営業所等

を有している企業を構成すること。 

（2）事業の遂行に必要な組織・人員を有し，提案事業を適正に実施でき，実績報告書が提出で

きること 

（3）存在が明確で，かつ，運営が適切であること 

(4) 事務局の所在が明確であること 

(5) 役員や会員等団体等の構成員が明確で，責任の所在が明確であること 

(6) 規約や会則，定款等を定めていること 

（7）会計処理が適正に行われていること 

（8）特定の宗教団体又は政治団体に関係がないこと 

（9）特定の公職者や政党を推薦し，支持し，又は反対することを目的としていないこと 

（10）暴力団員等非社会的団体と関係を有していないこと 
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３.支援内容（共催の概要）                    

実行委員会は，共催として次の協力を行います。 

(1) 事業実施に向けた協力 

   ・実施時期や実施場所等は，協議の上，調整させていただきます。 

   （市施設の会場確保やイベントを同時開催することにより相乗効果が見込める場合の調整等） 

(2) 広報支援 

・実行委員会が発行するポスターやチラシ，ホームページ，広報ふくやま等による PR活動

等の支援を行います。 

・福山城築城 400年ののぼり旗（数量限定）の貸出を行います。 

(3) 新型コロナウイルス感染拡大防止のための支援 

・手指消毒や非接触型の体温計等（数量限定）の貸出を行います。 

(4) 実行委員会予算の範囲内での支援 

・必要な経費の一部を支援します。支援する額は，事業内容や収支予算により決定します。 

・実行委員会が必要と認める場合は，事業実施前に団体からの請求により負担金の全部また

は一部を支払うことができることとします。ただし，事業実施後に余剰金が生じた場合

は，返還を求めます。 

・採択事業の事業化に向けた実行委員会との協議により，金額の修正を求めることがありま

す。 

 

 

 

 

 

 

応募後に条件を満たさないことが判明した場合は、その時点で応募資格を失います。提案が採択された

場合でも、実行委員会に損失が発生する場合は、団体に対して賠償を求める場合があります。 
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４.支援対象経費                         

１ 対象経費 

費目 内   容 注意事項 

報償費 講師・専門家への謝礼等 ※主催者の人件費は対象外です。 

旅費 交通費・通行料金・宿泊費等  

需用費 消耗品（1点が 20,000円未満，インク代につ
いてはこの限りではありません） 

印刷製本費（ちらし・ポスター・資料・報告書
等の印刷製本費等） 

※贈答品や備品となる物品（パソ
コン，プロジェクター等）は対象
外です。 

役務費 通信運搬費（切手，運搬料） 

保険料（イベント保険・ボランティア保険等） 

手数料（翻訳料，振込手数料等） 

 

委託料 専門的知識や技術を要する外部委託料 ※事業自体の企画・立案・運営等
の外部委託は対象外です。 

使用料及び賃借料 会場使用料，車両・機材等の賃借料等  

原材料費 ワークショップ等に使用する材料費  

その他  支援することが適当でないと認め
られる経費 

※これらの経費を支出した場合は，必ず領収書をもらってください。 

（必ず，宛名・但し書き・日付が記入されているか確認してください） 

※領収書の宛名は採択された団体名のみ有効です。 

※領収書がない場合は，支援対象経費にはなりません。 

 

２ 対象外経費 

以下のような経費は対象外ですのでご注意ください。 

【対象外の経費例】 

１．団体の経常的な運営費 

２．団体内での人件費 

３．団体内の弁当，飲み物などの経費 

４．備品（2万円以上の主催者の資産となるもの） 

５．贈答品やノベルティなど 

上記以外にも支援金の趣旨に沿わないと判断される経費は対象外となる場合があります。 
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３ その他注意事項 

・事業の採択決定通知前に支出した経費は対象外です。 

・領収書の原本は団体で 5年間保管をしてください。 

 

５．応募から決定まで                     

１ 申請  

市民企画事業に申請を行う場合は，次の書類を期間中に提出してください。 

提出書類 

(各１部) 

（ア）申請書 様式１ 

・事業期間は，イベント実施日等を記載してください。 

（イ）団体概要書 様式２ 

（ウ）団体の規約・会則等 （様式任意） 

（エ）事業計画書 様式３ 

・２補助の対象となる事業 との整合性や沿っている点等を記入してください。 

（オ）収支予算書 様式４ 

・収入の部と支出の部の合計は同額にしてください。 

申請書および添付書類は，福山城築城４００年記念事業実行委員会事務局に１部提出してくださ

い。 

 

２ 審査・決定 

（1）福山城築城 400年記念事業実行委員会 市民企画部会において決定した審査基準等に基づ

き実施します。 

（2）1次審査（書類審査）を通過した提案について，2次審査（プレゼンテーション（予定）審

査）を行います。なお，プレゼンテーションに参加できない場合は審査の対象外となりま

す。 

    ※新型コロナウイルス感染拡大の影響等により 2次審査の方法を変更する場合があります。 

（3）審査は，次の各項目につき，５点満点（１・２・３・４・５）で評価を行います。 
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３ 採択候補事業及び支援金額の決定 

(1)採択候補事業は，審査結果に基づき，市民企画部会において協議し，決定します。 

(2)支援金の額は，基準に基づき，市民企画部会において協議し，決定します。 

※予算の範囲内において採択候補事業数によって，支援金額の基準を変更する場合があります。 

（支援対象経費） 

 事業費－対象外経費－収入（参加費，協賛金等）＝支援対象経費 

（支援金額の基準） 

 支援対象経費 

  ①３０万円以下の場合  １００％を上限に支援 

  ②３０万円以上の場合  ①に加え，３０万円を超えた額の５０%を上限に支援 

  

（審査基準） 

審査内容 評 価 １次 ２次 小 計 

価値・魅力向上 

「先進性」，「創造性」，「多様性」，

「持続性」といった「城があるま

ち福山」の価値や魅力を高める取

組であること 

1～5 ×３ ×２ ２５ 

市 民 満 足 度 

市民のニーズが認められ，実施に

より市民の満足度が高まる事業で

ある 

1～5 ×２ ×２ ２０ 

事 業 効 果 
記念事業のＰＲや市民の参加など

効果が期待できる事業である 
1～5 ×１ ×３ ２０ 

実 現 可 能 性 
事業計画や予算計画など実現可能

性が高い事業である 
1～5 ×３ ×１ ２０ 

安 心 ・ 安 全 
コロナ対策など参加者の安心・安

全が確保されている事業である 
1～5 ×１ ×２ １５ 

   ５０ ５０ １００ 
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６．スケジュール                       

2021年（令和 3年） 

５月６日（木）～ 告知開始 

6月 1日（火）～ 申請開始 

6月 30日（水） 募集締切 

7月上旬 1次審査 

7月下旬 2次審査（プレゼン大会予定） 

8月中旬 事業決定 

9月～ 実施準備・ＰＲ開始 

2022年（令和 4年） 1月～ 事業実施 

2023年（令和 5年） 1月 31日（火） 事業完了 

  

７．事業実施から報告までの流れ                    

１ 事業実施  

（１）実行委員会との共催により事業を実施します。 

（２）共催事業名の使用 

承認を受けた団体は，実行委員会との共催事業であることや福山城築城 400年記念事業ロゴ

マーク及び該当するコンセプトロゴの掲示を必ず行ってもらいます。 

 

２ 前払金について  

実行委員会が必要と認める場合は，事業実施前に団体からの請求により負担金の全部または一

部を支払うことができることとします。必ず事務局へ相談の上，速やかに次の書類を提出してく

ださい。ただし，事業実施後に余剰金が生じた場合は，返還を求めます。 

提出書類 

(各１部) 

（ア）前払金請求書 様式１１ 

（イ）その他必要と認める書類  

（前払金が必要と認められる書類） 

 

  冠に「福山城４００年博-FUKUYAMA CASTLE EXPO 2022-市民企画事業」 

  共催に「福山城築城 400年記念事業実行委員会」と入れてください。 
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３ 変更・中止の場合  

承認後は，申請内容に基づき事業を実施してください。やむを得ない事情により事業内容に変

更が生じた場合は必ず事務局へ相談の上，速やかに次の書類を提出してください。 

提出書類 

(各１部) 

変更する場合 

（ア）変更申請書 様式５ 

（イ）事業計画書 様式３ 

（ウ）収支予算書 様式４ 

中止する場合 

（ア）中止申請書 様式６ 

※申請書および添付書類は，福山城築城 400年記念事業実行委員会事務局に１部提出してください。 

 

４ 事業報告  

事業が完了した後，1か月以内に次の書類を提出してください。 

提出書類 

(各１部) 

（ア）実績報告書 様式７ 

事業が完了した時は，次の書類を１月以内に提出してください。 

（イ）収支決算書 様式８ 

（ウ）事業内容報告書 様式９ 

（エ）請求書 様式 10 

（オ）その他必要と認める書類  

（収入および支出の内訳が分かる領収書等・記録写真等） 

※報告書および添付書類は，福山城築城 400年記念事業実行委員会事務局に１部提出してください。 

 

５ 支援金の支払い  

請求書の受領後，30日以内に指定された口座に振り込みます。 

 

６ 事業報告会 

実施した事業の報告会をしていただく予定です。詳細が決定し次第お知らせします。 


