
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 

大学生の力によるまちの課題解決等 

プロジェクト提案事業 

～ 募 集 要 項 ～ 

【令和２年度募集版】 

国立大学法人福岡教育大学 

日本赤十字九州国際看護大学  協働事業 

宗 像 市   
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１ 概要 

  この事業は、コロナ禍における大学生への支援と、「大学の魅力向上」、「大学と協働したまちづ

くりの実践」を図るために実施する、国立大学法人福岡教育大学、日本赤十字九州国際看護大学

及び宗像市の協働事業です。 

大学の研究成果や学生の力を活用し、地域が抱える課題の解決や活性化を促進するための事業

提案を市内２大学から広く募集し、実施するものです。 

 

２ 提案事業 

（１）提案できる内容は、次のとおりです。 

ア 宗像市内で実施される活動や調査・研究であること。 

イ 様々な分野の事業を対象としますが、特にそれぞれの大学の特色や学生の力を活かした事

業の提案をお願いします。 

ウ 宗像市内において既にボランティア活動（海岸清掃、寺子屋授業等）として行われている

取組みと同一の内容は不可とします。ただし、大学の特色や新たな要素が付加された事業に

ついては対象とします。 

（２）事業期間は、契約締結（６月予定）から令和４年３月３１日までです。 

（３）他の委託料又は補助金の交付を受けている事業は、対象外とします。 

（４）事業活動費及び採択事業数は以下のとおりです。ただし、募集の状況により採択数は変動す

ることがあります。 

申請区分 事業活動費上限額（１事業当たり） 予定事業数 

教職員が主体となるグループによる提案 500,000円 10事業 

学生が主体となるグループによる提案 100,000円 20事業 

 

３ 提案者の資格 

提案者の資格は、次のとおりです。 

福岡教育大学又は日本赤十字九州国際看護大学に在籍する教職員、学生又はこれらで構成する

グループ 

※「グループ」とは、学科、研究室、ゼミ、サークル等です。また、この事業のために構成するグ

ループによる提案や他大学との共同提案も可とします。 

※学生のみのグループ等の提案で代表者が未成年者の場合は、法定代理人（親権者。親権者がいな

い場合は未成年後見人。）の同意が必要です。 

成年者を代表者とするか、別紙「同意書」を郵送により提出してください。 
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４ 募集期間 

提案の募集期間は、次のとおりです。 

 

 

 

 

５ 提出書類 

（１）提案は、以下に定める様式（必要書類の添付を含む。）により行うものとします。なお、提出

された全ての書類は、返還しませんのでご了承ください。 

 ※提案書類は、宗像市個人情報保護条例及び宗像市情報公開条例の規定に基づき公開することが

あります。 

提出書類 備考 

提案申請書 団体名、連絡先、構成員、申請区分等を記入してください。 

事業計画書 事業内容や期待される事業効果等を記入してください。別途、

写真や図等による資料の提出を可とします。 

収支計画書 事業に要する収入及び支出の内訳を記入してください。 

詳細は下記収支計画書の作成についてを確認してください。 

事業報告書（事業完了後提出） 実施した事業の内容、成果、課題等を記入してください。 

別途、写真や図等による資料を添付してください。 

同意書 代表者が未成年者の場合は、法定代理人（親権者。親権者がい

ない場合は未成年後見人。）の同意が必要です。 

※上記書類のほか、成果発表会（令和４年３月予定）時に使用する資料の作成を別途お願いします。 

 

（２）提出期限等は、次のとおりです。 

ア 提出期限   令和３年 ６月２１日（月）１７時必着 

イ 提出部数   １部 

  ウ 提出方法   「①メールによる電子データ」、「②郵送又は持参による紙」のいずれかを

提出してください。 

※「同意書」は、必ず郵送で提出してください。 

エ 提 出 先   ページ末尾の問い合わせ先 

 

 

 

 

 

 

募  集  期  間 

 令和３年４月２１日（水）～令和３年 ６月２１日（月） 
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収支計画書の作成について 

収支計画書は、下記の要領に基づいて作成してください。 

※ 積算に際しては、人件費を含め、必要なすべての経費を計上してください。 

【収入項目】 【収入区分】 【積算の記入方法】 

① 事業活動費 ２（４）の申請区分に応じた事業活動費 50万円又は 10万円以内で記入 

②その他の収

入 

事業により予定される上記以外の収入 物販費、参加費等事業活動費以外の収

入を予定する場合は記入 

【支出項目】 【使途区分】 【積算の記入方法】 

①人件費 

事業に参加するスタッフの人件費 ＊時給９００円（宗像市会計年度任用

職員賃金額）を基準とし記入 

＊９００円を超える場合は理由（資格

あり等）を記入 

【人数×時間×単価】 

②報償費 

外部講師に対する謝金等 謝金の目的別（講師謝金、原稿執筆謝

金等）に記入 

【人数×回数×単価】 

③旅費 

事業に参加するスタッフ等の交通費、

講師の会場までの交通費等 

＊目的地までの最短の公共交通機関を

用いた金額で算定 

＊旅費の目的別（会議出席、講師交通

費等）に記入 

【人数×回数×単価】 

④消耗品費 
文具、書籍等の消耗品の購入に要する経

費 

主な物品種別ごとに記入 

【数量×単価】 

⑤印刷製本費 
資料、チラシ、パンフレット等の印刷物

の作成に要する経費 

目的別（資料、チラシ作成等）に記入 

【部数×単価】 

⑥通信運搬費 
郵送料、電話料等の通信運搬に要する経

費 

目的別（資料、チラシ作成等）に記入 

【回数×単価】 【月額×○ケ月】 

⑦使用料・ 

賃借料 

会場借上料、機械・器具・設備等の借

料、車両借上料等に要する経費 

対象別（会場、機械等の借料等）に記

入 

【回数×単価】 【月額×○ケ月】 

⑧その他 
上記以外の事業の実施に必要な経費 上記以外に必要な経費がある場合に記

入 

＊収支計画書の積算は原則として上記項目の区分に従い記入すること。なお、上記以外の項目が

必要な場合は適宜設定すること。この場合、上記の積算の記入方法に準じた記入をすること。 

＊飲食物等の食糧費は対象としない。  

＊備品の購入は、原則、対象としない。計上する場合は、使用目的を記入すること。 
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６ 審査及び採択事業の決定 

（１）提案された事業の採択については、「７ 審査のポイント」に基づき、２大学及び宗像市の職

員で構成する審査会で審査します。 

（２）審査方法は、原則、書面審査とします。 

（３）審査会は、審査の過程で問い合わせや追加資料の提出を求めることがあります。 

（４）審査会は、事業の採択を決定するにあたり、一部事業内容の見直しを依頼する場合がありま

す。 

（５）採択事業の決定区分は、「採択」、「条件付き採択」、「不採択」です。 

※提案された事業が優れたものであっても、予算等の都合により、「条件付き採択」、「不採択」

となる場合があります。 

（６）6 月下旬（予定）に、審査結果を通知します。なお、不採択の場合は、その理由を明示します。 

（７）審査結果（不採択を含む。）は、市ＨＰなどで公表します。 

 

７ 審査のポイント 

 事業の採択については、次の基準に基づき決定します。審査のポイントは次のとおりです。 

項目 審査のポイント 備考 

① 公共性 事業内容が地域の課題解決や活性化に関係するものである。 

② 独創性 事業内容に大学や学生の特色を活かした工夫がある。 

③ 実現可能性 事業計画、収支計画、スケジュール等から実現可能性が認められる。 

④ 実効性 事業成果が市民・地域に広く還元され、波及効果が見込まれる。 

⑤ 継続性 事業終了後の活動の継続性や発展性が見込まれる。 

 

８ 契約の締結、実施（採択された場合） 

（１）採択事業提案グループの代表者と市との間で、委託契約を締結します。 

※代表者が未成年者の場合は、法定代理人（親権者。親権者がいない場合は未成年後見人。）

の同意が必要です。 

成年者を代表者とするか、別紙「同意書」を郵送により提出してください。 

（２）契約は、地方自治法の契約に関する条項、宗像市契約事務規則などの関係法令に基づいて行

います。特に以下の事項に留意してください。 

ア 事業活動費の支払いは、原則、当該年度での事業終了後に支払う精算払とします。なお、

事業実施に当たって必要な場合は、事前に一定額を支払う、概算払も可能です。 

イ 事業の全部又は大部分を第三者に委託し、又は請負わせてはいけません。 

（３）契約締結後（７月上旬予定）、速やかに事業に着手してください。事業の完了期限は、令和４

年３月３１日です。 

（４）事業の実施に当たっては、コロナウイルス感染症への対策を十分に講じてください。 
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９ 成果発表会の開催（予定） 

  令和４年３月頃に、採択事業の成果発表会を予定しています。日時は後日お知らせしますので、

資料の作成及びご出席をお願いします。 

 

10 事前相談 

  募集期間中、提案に当たっての相談を宗像市役所経営企画課で受け付けます。 

（Mail： onemunakata@city.munakata.fukuoka.jp） 

 

11 スケジュール 

期間 手続き 

令和３年 ４月２１日（水） 

～ 

令和３年 ６月２１日（月） 

提案募集期間 

～令和３年６月下旬 書類審査及び採択結果の通知 

令和３年７月～ 契約の締結及び事業の実施 

～令和４年３月３１日 事業の完了期限 

令和４年３月（予定） 成果発表会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ・提出先】 

〒８１１－３４９２ 宗像市東郷一丁目１番１号 

宗像市役所 経営企画部 経営企画課 企画係                  

 TEL： 0940－36－1192  FAX： 0940－37－1242 

 Mail： onemunakata@city.munakata.fukuoka.jp 
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【 参 考 】 

この事業では、地域が抱える課題の解決や活性化を促進するための提案を、テーマを限定せずに広

く募集します。 

教育や健康づくりの分野に限らず、スポーツ、観光、防災、地域の飲食店・特産物の SNS による情

報発信等、学生の皆さんのアイデアと活力にあふれた様々な提案をお願いします。 

 

【提案事業の例】 

・学校授業における技術的支援と課題抽出・改善策の提案（ICT、英語、体育等） 

・ふくおか健康ポイントアプリの普及・啓発活動 

・妊婦さんや子育て中の方の買い物サポート 

・地域と連携した認知症の方の見守り活動の実施や普及・啓発 

・若い世代の投票率向上に向けた活動 

・災害時の避難所等における感染症予防指導 

・商店街の活性化に向けたイベントの開催 

・子ども達へのスポーツ、文化、芸術教室等の開催 

・飲食店などでの外国語対応メニューの作成 

・地域のお祭りなどの伝統行事の継続支援 

・各種イベントへの企画提案と運営支援 

・SNS等の活用による情報発信 

 

【参考 HP】 

大学・地域連携ポータルサイト GAKUMACHI STATION（がくまちステーション） 

http://www.gakumachi.jp 

※本ページは、京都で行われている大学との連携事業に関する取組内容が掲載されています。 

本プロジェクトへの提案の参考にぜひ、ご覧ください。なお、本ページ運営者及び各大学への

直接のお問い合わせはご遠慮ください。 

 

【SDGs17のゴール】 

 

http://www.gakumachi.jp/

