つく ばR8地域活性化プランコンペティ ショ ン2020

企画提案募集要領
１ 概要
(１) 背景と目的
つくば市周辺市街地（愛称を R8（リージョン・エイト）という）は、町村合併し現在
のつくば市となる前からそれぞれの地域で身近な生活の中心であった地域です。本コン
ペティションは、市内外のＲ８をよくしたいという想いと行動力を持った方からの「地
域活性化プラン」を募集し、採択されたプランは提案者自らが実現するものとして、
2019 年にスタートしました。
今回は、昨年より賞金総額を増額し、
「地域ぐるみ活動創生コース」、
「稼げる地域づく
り創生コース」の２つの部門を創設しました。採択されたプランを提案者自身が実証事
業として、市のサポートを受けながら取り組むことで、Ｒ８やその生活圏にある地域の
活性化に繋げていくことを目的としています。
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(３) 賞金総額：700 万円
より幅広くユニークなプランが展開されるよう、2 つの応募コースを設定しています。

地域ぐるみ活動創生コース
地域の特性を活かし、地域ぐるみで地域価値の向上や地域課題
の解決に繋げる新たな取組を募集します。

総額 400 万円

稼げる地域づくり創生コース

総額 300 万円

専門性を活かし、新たな地域ビジネスの展開や地場産業との
連携により、地域の稼ぐ力を生み出す新たな事業を募集します。
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２ 募集コース
本コンペティションでは以下の 2 つのコースを設定し、それぞれの特性に応じた評価軸
を用いて審査を実施します。自身の属性やプランの性質からどちらか１つのコースを選択
してください。
なお、同一の応募者が複数のプランを応募することはできません。

(１) 地域ぐるみ活動創生コース
地域の特性を活かし、地域ぐるみの新たな活動でＲ８の地域価値の向上や地域課題
の解決に繋げることを目指している方を対象としたコースです。
地域資源の効果的な活用を図りながら、地域に根付いた活動として定着するために、
持続的かつ自立的な地域振興への貢献を求めます。
採択件数、想定する応募者、審査の評価項目は以下のとおりです。
【採択件数と賞金額】
３件（各 100 万円）
【想定する応募者】
市民活動団体、自治会、町内会、商店会、
趣旨に賛同し集まった任意団体、個人など
【地域ぐるみ活動創生コースの評価項目】
評価項目
①地域性
②貢献性
③実現性
④継続性

評価視点
・地域資源の効果的な活用を図りながら、地域に根付いた活動として
定着できるか。
・地域課題の解決や地域コミュニティの活性化に貢献するか。
・具体的で実現性の高い計画が立てられているか。
・プランを実現できる体制の見込みや実績があるか。
・実証期間満了後の継続が見込めるか。
・地域主体による自立的な地域振興の実現に結びつくか。
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(２) 稼げる地域づくり創生コース
提案者の専門性を活かした事業プランにより、新たな地域ビジネスの展開や地場産
業との連携により地域の稼ぐ力を生み出すことを目指している方を対象としたコース
です。
事業を展開する中で地域との連携を図り、地域への経済的波及効果が期待されるこ
と、本コンペの実証期間終了後も自身で事業資金を生み出し持続的かつ自立的な地域
振興への貢献を求めます。
採択件数、想定する応募者、審査の評価項目は下記のとおりです。
【採択件数と賞金額】
2 件（各 200 万円）
【想定する応募者】
民間企業、公益法人（社団・財団法人）、
研究所、大学研究室、高等学校、個人事業主など
【稼げる地域づくり創生コースの評価項目】
評価項目

評価視点

①価値創造性

・地域の新たな価値・魅力・賑わいを創り出すか。

②経済波及性

・地域経済の活性化に貢献するか。

③地域適合性
④実現性
⑤継続性

・地域の特性を考慮しているか。
・地域との連携を図り地域振興の実現に貢献するか。
・具体的で実現性の高い計画が立てられているか。
・プランを実現できる体制の見込みや実績があるか。
・実証期間満了後も自立的に継続することが可能か。

※募集の対象についてご不明な方は、お気軽にお問合せください。
※いずれのコースでも宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体及び暴力団や暴力
団員の統制下にある団体は対象外とします。

3

３ 募集内容
(１) 対象地域
R8 を対象とします。なお、複数の地域や全地域を対象としても構いません。

(２) 実施場所
（１）で指定する地域の活性化に繋がるものであれば、実施場所は問いません。

(３) 実証期間
原則 2021 年 2 月末日を実証期間満了日とします。ただし、新型コロナウイルス
感染症防止のため、令和３年（2021 年）２月末日までに事業が完了できないこと
が見込まれる場合は、令和３年（2021 年）３月１日以降の事業の実施も可とする。
その場合は、採択後に市との協議で決定するものとする。

(４) 募集内容
①

応募コースと採択額
p.２～3 に記載のとおりです。

②

スケジュール
事前相談：2020 年３月２日(月)～６月 30 日(火)※平日 ８時 30 分～17 時 15 分
応募期間：2020 年４月１日(水)～7 月 10 日(金) ※同上
１次審査：2020 年 7 月下旬（書類審査）予定
最終審査：2020 年 8 月下旬（公開プレゼンテーション審査）予定
実証期間：原則 202１年２月末日まで

③

R8 の活性化を目的としたプランを募集します。
中心市街地から R8 への人の流れを生み出すプランや R8 同士の連携を促進する
プランなど地域連携の視点を取り入れたプランを広く募集します。
≪求める企画イメージ≫
◎中心市街地から R8 へ人の流れを生む

◎R8 同士の連携を促進する

◎市内外に R8 の価値や魅力を伝えられる

◎R8 の価値や魅力が高まる

◎地域と積極的に連携して実施する企画

※採択された場合には、応募者自身が事業を実施し、202１年 2 月に実施予定の成
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④

果報告会での報告のほか、報告書等（様式８～11 号）の提出を求めます。
以下の要件に該当するプランは対象外となります。
ア R８の活性化を目的としないプラン
・一部の者の娯楽、懇親、遊興等を主な目的とするプラン
・活動を伴わない政策提言等を主目的とするプラン
・特定の個人や団体のみが利益を受けるプラン
・政治、宗教、選挙活動を目的とするプラン
・公序良俗に反するプラン

イ 実証期間、法的制限等に反するプラン。
・成果報告会で実績の報告ができないプラン
・他の補助金や助成金、賞金等の交付対象となっている、あるいは過去に交付対象と
なったプラン
・関係法令等に反するプラン
・既に毎年継続して行っている事業で、内容の変更が伴わないプラン
※応募要件に該当するか不明な場合には、お早めにご相談ください。

４ 全体フロー（予定）
以下に本事業の流れを示します。各項目の詳細は次項以降をご確認ください。
３/２~6/30

事前相談(p.７参照)

採択者決定

実証事業実施

４/１～7/10

7 月下旬

8 月下旬

9 月上旬

応募申請

第１次審査
(書類審査)

最終審査
(公開プレゼン)

誓約書締結

賞金の振込
実証事業開始

ｐ.４～６参照

ｐ.７参照

ｐ.７～８参照

ｐ.８参照

ｐ.８参照

2 月※

2 月末※

３月※

実証期間満了

実績報告書提出

ｐ.９参照

ｐ.９参照

9 月中～２月末※

事業実施
ｐ.９参照

成果報告会
(R8 地域会議)

ｐ.９参照

※の部分は、新型コロナウイルス感染症防止のため変更となる場合がございます。
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9 月中（予定）

事業の継続

５ 応募申請
(１) 応募時の手続き
①

申請・提出書類：下記１）～９）の書面１部及び電子データ 1 部（CD-ROM 等の
電子媒体）
１）応募申請書（様式第１号）
２）エントリーシート（様式第２号）
３）誓約書及び同意書（様式第３号）
４）事業計画書（様式第４号）
５）収支計画書（様式第５号）
６）担当者名簿（様式第６号）
７）スケジュール（様式第７号）
８）プレゼンテーションボード（A３版 1 ページ）
※つくば市ホームページや SNS、広報つくばへの掲載、プレスリリースでの掲
示、展示会の実施など採択・不採択に限らず、公表する可能性があります。
９）その他書類（プランの実現性・有効性を示す資料、土地・建物等を借用する場合
にはその承諾書等）
※上記の各様式のほか、参考資料「8 市街地の特徴」については、つくば市ホームペー
ジよりダウンロードしてください。

②

提出先
〒305-8555
茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１
つくば市 都市計画部 周辺市街地振興室

③

応募期間
2020 年４月１日(水) ～ 7 月 10 日(金)
平日（土日祝日を除く）８時 30 分～17 時 15 分

④

提出方法
持参又は郵送（配達証明付書留郵便に限る。ただし、応募期間内必着とする）
※郵送による提出を推奨いたします。

⑤

留意点
・①の提出物は電子媒体を含め、返却いたしませんのでご了承ください。
・応募費用(資料作成費用や通信費、旅費等)は全て応募者の負担となります。
・応募プランは一般に公開する可能性があります。特許権等の知的財産権、及び営
業秘密などについては、自身で対策を講じ、公開されても支障のないものとして
ください。つくば市では本件に関していかなる責任も負わないものとします。
6

・団体の場合、代表者の同意を得た上でご応募ください。
(２) 事前相談
2020 年３月２日(月)～6 月 30 日(火) 平日 ８時 30 分～17 時 15 分
※室員不在の可能性もありますので、まずは電話又はメールにて周辺市街地振興室
へお問合せください。電話・メールにて日程確認後、当室窓口にてご相談いただ
くことも可能です。
≪相談例≫
・応募書類の書き方について。
・応募要件に該当しているか教えてほしい。
・Ｒ８について住民のニーズなど地域の情報を教えてほしい。
・Ｒ８での市の取り組みについて教えてほしい。
※事前相談希望者が多数の場合、ご希望に添えない場合がございます。
※事前相談の有無は審査とは無関係です。
※電話・メールによる事前相談を積極的に御活用ください。

６ 審査
(１) １次審査（書類審査）
①

審査方法
応募書類について、コースごとに p.2～3 に記載された評価基準に基づき書類審査
を実施し、最終審査対象者を選定します。

②

１次審査における留意点
・審査結果の通知は、応募申請書記載の住所及び E-mail アドレスに送付します。
・１次審査通過者名及びプラン名は、つくば市ホームページに掲載する予定です。
・プラン数が少数の場合でも、審査の結果、著しく評価が低い事業は選定しません。
・審査内容等は公表しない他、個別の問合せには応じられません。
・審査の過程で必要に応じて対面、もしくは電話等によりヒアリングを行うことが
あります。
・提出された書類に不明な点があった場合、ご連絡する場合があります。

(２) 最終審査（公開プレゼンテーション審査）
①

審査方法
１次審査を通過したプランについて、公開の場で、プレゼンテーション（事業説明）
を行っていただき、採択プランを決定します。
・日時（予定）：2020 年８月下旬
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・場所（予定）：つくば市役所
最終審査における留意点
・プレゼンテーションではパワーポイントや PDF ファイル等をスクリーンに投影
して発表していただきます。
・当日の様子はつくば市ホームページや SNS、広報つくば等で公開することがあり
ます。
・最終審査の詳細については、１次審査通過者に 8 月上旬以降お知らせします。
・最終審査を欠席した応募者のプランは審査対象から除外します。

②

※最終審査（公開プレゼンテーション審査）は、新型コロナウイルス感染症防止のため、
審査方法が変更となる場合がございます。その場合は、別途審査方法をご連絡いたします。

７ 採択～実証事業開始まで
(１) 市のサポート
①

賞金の贈呈
最終審査終了後、贈呈式を執り行います。採択されたプランについては、応募者か
ら振込口座情報を受領後、30 日以内を目途に指定の口座に賞金を振り込みます。

②

③

広報・周知などの支援
実証事業の実施にあたり、必要に応じて、つくば市公式ホームページや SNS、
広報つくば等による PR 等の支援を行います。
その他
支援内容などについてはお気軽にご相談ください。

(２) 地域との連携・調整
採択プランが実証事業として展開できるよう、必要に応じて地域住民との顔合わせ
の機会を設け、地域との橋渡しを行います。

(３) 誓約書の提出
採択者には実証期間内に実証事業としてプランを実現する旨の誓約書を提出してい
ただきます。

(４) 事業開始
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実証事業を開始する際は市へ事業開始の旨、報告をお願いします。

８ 事業の進捗報告
採択者には、実証事業の実施状況について報告をしていただきます。
①

提出書類
実証期間の中間に経過報告書（様式８号）、満了後 2 週間以内に実績報告書等（様式
９～11 号）を提出していただきます。

②

成果発表（経過報告）
成果報告会（2021 年 2 月開催予定）で報告をしていただきます。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、開催時期や開催方法が変更となる場合が
ございます。

③

その他
事業効果測定を目的としたアンケート調査などにご協力いただきます。

９ 採択者の責務等(法令及び規則等の遵守)
応募者（採択後は採択者）が以下の事項に該当したときは欠格として、審査（採択後
は賞金の贈呈）の対象から除外します。
・提出書類の必要事項に記載がない又は必要な書類が提出されないとき。
・提出書類に虚偽の記載があったとき、又は提案内容が実行されなかったとき。
・申請者及び事業内容について、法令等に反することが認められるとき。
・その他、誓約書に反する行為や不適切な行為があったと認められるとき。
※実証期間内にプランが実施されなかった場合には、賞金を返還していただきます。

10 事前相談・応募申請書等の提出・お問合せ
つくば市 都市計画部 市街地振興課 周辺市街地振興室
〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目１番地１
TEL：029-883-1111（代表）
Mail：ubn101@city.tsukuba.lg.jp
※今後、お問合せ先や主催からの連絡は、つくば市の委託先(受託事業者)を中心に構成さ
れる「つくばＲ８地域活性化プランコンペティション 2020 推進事務局」になります
のでご留意ください。
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