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様式第１号（第５条関係）                                                    （日本産業規格Ａ４） 

 令和○○年○月○○日 

米沢市長あて 

 

（申請者） 

団体名   特定非営利活動法人 ○○○○の会 

代表者名   代表理事   ○ ○ ○ ○     

 

  令和○○年度 市民発案型・行政課題型協働提案書 

 

次のとおり申請します。 

１ 事業の名称 

観光客の滞在時間を増やすための観光メニュー発見・集約事業 

行政課題型の場合は、その名称 
 

２ 事業の概要 

米沢には、観光客が多く訪れるものの、滞在時間が短く通過型で宿泊客が少ない。 

そこで、米沢の魅力ある観光メニューを発見・集約し、旅行会社へのプレゼンにも利用でき

るマップを作成し、売り込むことにより、米沢の魅力発見・向上・発信の取組を推進し、滞

在型の観光客の増加を目指す。 

３ 
総事業費及び 

補助希望額 
総事業費 ○○○，○○○ 円 （補助希望額 ○○○，○○○ 円） 

４ 実施期間 

令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○                日 ～ 令和 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 

５ 事業の分野 

☐保健・医療・福祉の増進 ☐社会教育の推進 ☐まちづくりの推進 

観光振興 ☐農山村、中山間地域の振興 ☐学術・文化・芸術・スポーツの振興 

☐環境保全 ☐災害救援 ☐地域安全 

☐人権擁護・平和の推進 ☐国際協力 ☐男女共同参画社会の形成促進 

☐子どもの健全育成 ☐情報化社会の発展 ☐科学技術の振興 

☐経済活動の活性化 ☐職業能力開発・雇用機会の拡充 ☐消費者保護 

☐非営利活動の支援 ☐その他（                          ） 

６ 新規・継続の別 
☐新規事業 これまで補助を受けた実績   ☐無 

継続事業 → 有（令和 ○○ 年度・事業名： 山形県○○事業補助金 ） 

７ 
補助金等活用の

有無 

本申請事業に対する、他の補助金等活用の有無（申請予定含む） 

無   ☐有  ※「有」の場合、本事業対象外。 

 

記載例 
※記載が複数ページにまたがっても差し支えありません。できるだけ分かりや
すく記載してください（ただし、Ａ４で４頁以内に収めてください。）。 

提案の内容や目的を端的に
表す分かりやすい事業名を
記載してください。 

行政課題型のみ記載。募集要項の“募集課題一覧”を参考にしてください。 

・事業全体の概要を分かりやすく簡潔に記載してください（４００字以内）。 
・対外的に事業の概略を示す際に、この文章を活用します。 

経費概算書に示
す額を記入してく
ださい。 

該当する分野にチェック
（ ☑  ）してください。 
複数可。 

概ねの実施期間を
記載してください。な
お、補助金の対象は
決定通知後の事業と
なります。 

今回申請事業についての新規・継続
及び過去に受けたことがある補助等
の実績（直近）を記載してください。 

今回申請事業について他の補助を
受ける（申請する）予定について記
載してください。 
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８ 事業の内容 

① 現状及び解決したい問題 

米沢には、観光客が多く訪れるものの、滞在時間が短く通過型で宿泊客が少ない。 

② 事業内容 

米沢の魅力ある観光メニューを発見・集約し、旅行会社へのプレゼンにも利用できるマッ

プを作成し、売り込む。 

・着地型観光の情報収集 ・マップの作成編集 

・収集した観光地の地図掲載の交渉 

・マップの印刷     ・マップの売込活動 

③ 事業スケジュール 

 第１四半期 
４～６月 

第２四半期 
７～９月 

第３四半期 
10～12月 

第４四半期 
１～３月 

マップ作成 準備会議 調査活動 
編集会議 

マップ完成  

周知活動   準備会議 啓発活動 

 

④ 事業の実施体制 

１ 統括責任者 ○○ ○○ 

２ 事業別責任者 

   マップ作成事業責任者 ○○ ○○ 

   周知活動責任者 ○○ ○○ 

３ 協力団体 ○○ ○○ 

４ 事業実施に当たっての専門性やノウハウ 

   ○○○… 

⑤ 期待する効果（事業目標） 

市民による米沢の魅力発見・向上・発信の取組を推進することにより、滞在型の観光客の

増加を目指す。 

９ 協働の必要性 

① 市に期待する役割 

情報の提供 場所の確保 広報 ☐関係機関との連絡調整 

☐その他（  ） ☐特になし 

② 市関係課との相談、情報交換実施の有無   ☐無 

有 （相談実施日：令和 ○○ 年 ○ 月 ○○ 日・関係課： ○○○○ 課） 
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事業の展望及

び今後の活動

展開 

継続的に、米沢の魅力発見、向上、発信の取組を行いつつ、米沢市にとってより効果のあ

る「仕組み」を創出していく。また、特に波及効果の高いものについては、多様な連携が可

能となるようコーディネートしていく。 

11 特記事項 

 

 

・事業の内容（概要、参加予定数、実施場
所など）について、分かりやすく記載してく
ださい。 
・取組が複数ある場合は、内容を分けて
記載してください。 

事業の進め方や段取り等が分かるように、いつ、どのような
活動を行うのか、具体的に記載してください（別表でも可。
四半期ごとに進捗状況が分かるようにすることが望まし
い。）。 

・どのような地域の問題を解決しようとしているのか、現状（緊急性や重要性など）を踏まえて具体的に
記載してください。 
・市民のニーズ（潜在的なものも含めて）について、具体的な数値や日頃の活動で耳にする「市民の
声」など把握しているものがあれば記載してください。 

・この事業を行うことで、どの程度まで問題解決に資することができるか、その事業目標につ
いて記載してください。 
・成果をどのような点から評価するか記載してください。 

提案制度として取り組んだあとの中長期のビジョンなど、問題
の解決に向けた取組の方向性等を記載してください。 

市民と市の協働や、提案事業のアピールなど、必要に応じて自由に記載してください。 

・提案者の実施体制について、総括責任者や
個々の責任者等を明らかにしてください。 
・他に協力団体、地域等があれば併せて記載し
てください。 
・提案者が持つ専門性や独自のノウハウがあれ
ば記載してください。 

・補助金交付以外で市に期待する役割についてチェック（ ☑  ）を入れてください。 
・市関係課との情報交換を行った場合は、その実施日等を記載してください。 
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様式第２号（第５条関係）                                             （日本工業規格Ａ４） 

提案主体の概要書 
 

団体名 

（フリガナ） ○○○○の会 
法人格の有無 有   ☐無 

○○○○の会 
法人格の種類 特定非営利活動法人 

所在地 

〒○○○－○○○○ 

米沢市○○五丁目２番２５号 

代表者氏名 

（フリガナ） ○○ ○○ 設立年月 

（活動開始） 
平成 ○○ 年 ○○ 月 

代表理事  ○ ○ ○ ○ 
規約・会則 有   ☐無 

構成員の状況 会員数 ○○○ 名 
事務局 

体制 

有給常勤 ○ 名 有給非常勤 ○ 名 

無給常勤 ○ 名 無給非常勤 ○ 名 

主な活動地域 米沢市全域を対象として活動 

団体の 

活動目的 

継続的に、米沢の魅力発見、向上、発信の取組を行いつつ、米沢市にとってより効果のある「仕組

み」を創出していく。また、特に波及効果の高いものについては、多様な連携が可能となるようコ

ーディネートしていく。 

主な活動内容 

実績 

令和○○年○月 市が主催する○○事業に協力団体として参加。 

令和○○年   ○○地区で栽培する○○のブランド化コーディネート。 

… 

ホームページ  

事業内容に関

する問合せ先 

氏 名 

（フリガナ） ○○ ○○ 

○ ○ ○ ○ （事務局長） 

住 所 
〒○○○－○○○○ 

米沢市○○五丁目２番２５号 

電話番号 ０２３８－２２－５１１１ 

ＦＡＸ ０２３８－２４－４５４０ 

電子メール ○○○○○＠○○○○○.jp 

 

 

記載例 

「会長」「代表理
事」などの肩書を
入れてください。 

団体のホームページがある場合に、そのＵＲＬを記入してください。 


