
前澤友作さんふるさと納税500万円を活用した 

「#福知山城チャレンジ」アイデア募集！  

応募要領 

【企画概要】 
京都府福知山市は、2020 年 12 月に実業家の前澤友作さんから、ふるさと納税 500 万円の

寄附をいただきました。寄附金の使い道は各自治体に一任されていることから、福知山市では、

市民や全国の皆さんの挑戦心を応援する新たな試みとして、「#福知山城チャレンジ」プロジェク

トをスタートします。光秀が築いた本市のシンボル福知山城を活用した、世の中に良いインパクト

を与えるアイデアを、福知山市が「光秀メモリアルデー」と位置付ける 6 月 2 日（本能寺の変が起

きた日）から、7月4日までの約 1か月間、福知山城公式サイト内で募集します。その後一般投票

を行い、選ばれたアイデアを提案者に実施してもらい、最大 500 万円をお渡しするというプロジ

ェクトです。 （※注：緊急事態宣言により、福知山城は 6月 20日まで休城中） 

 

1.アイデア実施日 

2021年 9月～2022年 3月 31日の中で最適な時期を、福知山市と相談のうえ決定。新型コロ

ナウイルス感染症の状況により規模の縮小や延期の可能性もあります。 

※（参考）2021年 10月～11月の中で、福知山城を活用した別のプロジェクトが実施される予定

です。日時内容等詳細が決まり次第、告知いたします。 

【※6/22更新】 

福知山城公園を舞台に下記期間、光をテーマとした展覧会を実施します。下記期間でアイデアを

実施されている方は、秘書広報課までご相談ください。 

会期：2021年 10月 1日(金)～11月 7日(日)※金土日のみ開催、11月 4日(木)は臨時公開。 

会場：福知山城一帯 詳細：https://alternative-kyoto.jp 

 

２.利用可能な場所 

福知山城天守閣、福知山城本丸広場、福知山城公園(京都府福知山市字内記 5) 

※すべての使用、また一方の利用だけも可能です。各場所により、禁止事項があります。詳しくは

(9.利用条件)を確認ください。 

※天守閣を使用する場合、通常開館を妨げないことが条件となります。 

<通常開館日>毎週火曜日を除く 9時～17時。 

 



3.スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4．応募方法 

①応募フォームから 

※アイデアの具体的な内容がわかる企画書（様式任意）もフォーム内に添付してください。 

②応募フォームの内容を福知山市役所まで持参もしくは郵送。 

※アイデアの具体的な内容がわかる企画書（様式任意）の提出もお願いします。 

 

5．応募条件 

・個人または団体。市内・市外からは問いません。複数の応募も可です。新型コロナウイルス感染

症の状況を鑑み、国内居住者からの応募のみ可とします。 

・アイデアに、「光秀マインド」挑戦心が感じられ、福知山城を、また世の中を、より良くしたいとい

うビジョンがあること。 

・アイデアを実現した場合、福知山城の価値向上と、世の中へ良いインパクトを与えられると期待

できること。 

・福知山城で直接開催されるアイデアのほか、福知山城を核に映像やオンライン等を活用したアイ 

デアも可とします。【例】福知山城でのイベント開催、福知山城が登場する映像制作 など 

・応募者が、福知山城や、福知山城初代城主・明智光秀に愛着・関心があること。 

・福知山市広報または福知山市が認める報道機関の取材に協力できること。 

・選ばれた場合、応募者が責任を持ってアイデアの実施ができること。 

 

6．【アイデア決定後】契約金額について 

・アイデアを実現される方は、アイデア実現にかかる見積書を事前に福知山市秘書広報課に提出

してください。 

・見積書の金額をもとに一旦契約書を交わし、アイデア実施後、実施にかかった費用をもとに再

度、変更契約を交わすこととします。 

例)当初、400万円で契約書を交わしたが、アイデア実施に450万円費用を要した場合、再度

450万円の変更契約を交わす。(アイデア実施にかかった費用が500万円を超える場合は、福知

山市からは上限500万円を支払い、差額分はアイデア実施される方の負担となります。) 



・契約の締結と同時に契約保証金として、契約金額の 10 分の１以上を事前に納付すること。 

 

7.アイデア実施後 

アイデア実施後、終了日から起算して10日営業日までに、実施完了報告書を提出すること。実施

完了報告書には次の内容を含むものとします。 

(１)実施概要、実施名、実施期間、実施結果、経費内訳書(全経費を支払ったことを証する書類。

また、実施にあたり収入があった場合は、その内訳がわかるもの。クラウドファンディングで得た寄

附も含む。)  

(２)成果品  

ア 写真 

イ 動画(必要に応じて) 

ウ その他(実施したことによる効果を、簡潔に文章で記載すること) 

 

8.支払方法 

請求に応じて契約金額の９割を上限として前金払いができることとし、残りについては、成果品、

実施完了報告書の検査後、請求を受けた日から30日以内に支払います。 

 

9．利用条件 

①法令又は公序良俗に反するものでないこと 

②特定の政治、思想、宗教等の活動でないこと 

③特定の団体の展示会等営利目的での使用でないこと（ただし福知山城を生かした形で撮影会

場として使用する等、福知山市にもメリットがあると判断される場合は、可とする） 

④暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと 

⑤建物、設備、器具、展示物等を毀損、汚損又は滅失させるおそれがないこと 

⑥福知山市のイメージを傷つけるようなものでないこと 

⑦利用時間内で、準備・後片付けまで行えること 

⑧次の行為をしないこと 

 

【福知山城天守閣】 

・22時以降の使用 

・天守閣内の展示ケースを動かすこと 

・展示物に触れること 

・ペット同伴禁止(補助犬除く) 

・火気の使用・持込み 

・大量の水の使用 

・騒音など近隣に影響が及ぶ行為（音を出す催しは22時までとする。） 



・喫煙行為及び喫煙器具の持込み 

・飲酒行為及び酒の持込み 

・飲食可能スペース（天守閣1階和室、2階会議室）以外での飲食行為 

・物品販売、その他営利行為 

・立入禁止スペースに立ち入る行為 

・他人に危害を及ぼし又は迷惑をかける行為 

・その他管理上支障があると認められる行為 

 

 

【福知山城本丸広場/福知山城公園】 

・公園を損傷し又は汚損すること 

・竹木を伐採し、若しくは損傷しまたは植物を採取すること 

・土石を採取し又は土地の形質を変更すること 

・昆虫(市長の指定するもの)若しくは鳥獣・魚類を捕獲し又は殺傷すること 

・貼り紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること 

・立入禁止区域に立ち入ること 

・指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ又はとめておくこと 

・火気の使用・持込み 

・大量の水の使用 

・騒音など近隣に影響が及ぶ行為（音を出す催しは22時までとする。） 

・公園の利用及び管理に支障がある行為をすること 

 

10．その他注意事項 

【福知山城天守閣】 

・福知山城天守閣は階段のみです。エレベーターはありません。(詳しくは天守閣の図面参照) 

・飲食は1階和室または1階会議室のみで可能です。飲酒、喫煙は全館不可。 

・お城につき、基本的には冷暖房はありません。暑さ対策（扇風機等の持ち込み）、窓を開ける場

合は虫対策（蚊帳などの設置）を行ってください。 

※2階会議室には冷房あり、その他スポットクーラーが4台あります。 

・照明は廊下および展示スペースにのみあります。1階和室にはありませんので、夜間は暗いので

ご留意ください。 

・トイレ（兼洗面所）は備え付けがあります。 

・お風呂はありませんので、近隣の銭湯や温泉をご利用ください。 

・福知山城天守閣を使用される場合、入館料が必要になります。(大人330円、子ども110円) 

・天守閣内では物販等営利利用は出来ません。(天守閣２F和室を除く) 

・（イベントでのご利用の場合）城内の電源容量には制限があります。イベント等で大量の電源が



必要な場合はお尋ねください。 

【福知山城本丸広場/福知山城公園】 

・本丸広場と公園は一般の方の立ち入り自由です。広場の一部占有を希望される場合は、個別に

ご相談ください。 

占有される場合は、占有申請と支払いが必要になります。（1㎡につき非営利3円、営利30円） 

【共通】 

・利用に際し、必要な物品や資材等の準備及び片付け、利用後の現状復旧、その他利用に伴い必

要な許可手続きは、自己の責任において行ってください。 

・福知山市から要請があれば、実施日より事前に現地にお越しいただき、打合せを行うことがあり

ます。（新型コロナウイルス感染症の状況を考慮する。） 

・アイデアを実現するにあたり、福知山市から申請書(行政財産使用許可申請書等)の提出を求

める場合があります。その際は期限までに速やかに提出してください。 

・活動内容が原因での物損や事故等が発生した場合、その責めはアイデアを実施される方が負

い、損害の賠償等の対応を行うものとします。 

・イベント等を実施される中で発生した収益はアイデアを実施される方と福知山市とでその都度

協議することとします。 

・イベント等実施される場合はレクリエーション保険等の保険に加入をお願いします。 

 

11. 新型コロナウイルス感染症への対応について 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本市のガイドライン並びに対応に応じた運営をしてく

ださい。(場合により、感染症対策・安全対策について本市から指導をすることがあります。) 

・福知山城天守閣は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入館制限を実施する場合がありま

す。 

・新型コロナウイルス感染症をはじめ、天変地異その他不測の事態の発生等、アイデアを実施さ

れる方と福知山市双方の責に帰することができない事由が発生したときは、福知山市の判断で規

模の縮小や延期をします。その場合、双方その責を負わないものとします。 

 

12．審査・審査基準について 

・一次審査は福知山市役所が行います。 

・応募要領に照らし合わせ「光秀マインド（挑戦心）」、「福知山城の価値向上」、「世の中への良い

インパクト」「アイデアの実現性や安全性」などを観点に審査し、上位2組を選出します。選出され

た2組はオンライン投票と現地投票により決戦投票を行い、決定します。 

・応募内容について、福知山市より電話やEmail等で詳細をヒアリングさせていただく可能性が

あります。 

・本仕様書に記載のない項目については、別途、協議の上で決定することとします。 

 



13．お問合せ/応募書類の郵送・持参先 

福知山市役所 秘書広報課 シティプロモーション係 

〒620-8501 

福知山市字内記13-1 

TEL：0773-24-7090   

アドレス：hisyo■city.fukuchiyama.lg.jp 

※■を＠と読み替えてください。 
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#福知山城チャレンジ 応募フォーム 

1 アイデアのタイトル  

 

 

 

２ アイデアのビジョン 

このチャレンジを行った結果、福知山市に、ま

たは世の中に、どのような良いインパクトや変

化をもたらしたいですか？ 

 

3 アイデアの内容 

 

 

 

 

 

 

 

4 使用エリア 

 

 

□福知山城天守閣 

□福知山城本丸広場 

□福知山城公園 

□その他(   )  

5 希望期間  

6 上記期間内のスケジュール 

 

 

 

 

7 見込参加者数 

 

 

8 必要経費(予定)と内訳 合計： 

内訳： 

9 応募者の情報 名前： 

住所：〒 

電話番号： 

E-mail： 

年齢： 



 

10 応募者自身での実施・前・中・後の情報発信 

（ＳＮＳなど。必須ではありません） 

可能・不可能 

▼可能な場合、どこで可能ですか？サイト名やＳ

ＮＳアカウントがありましたら、あわせてお書きく

ださい。（任意） 

（        ） 

11 添付資料 企画書（具体的な使用計画又は概要書類）の提

出をお願いします。 

□ 応募要領をすべて確認し、承諾して応募します。※□にチェック☑をしてください。  

12 最後に一言（あれば） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 【アンケート】どこでこの企画を知りました

か？（複数回答可） 

①新聞②TV③インターネット④ラジオ⑤まちなか 

⑥福知山城⑦福知山市 HP⑧福知山市

Twitter⑨福知山市 Instagram⑩福知山市

Facebook ⑪その他(  ) 

14 【アンケート】福知山城の存在を知っていまし

たか？ 

①知っていた 

②見聞きしたような気がする 

知らなかった 

15 【アンケート】福知山が明智光秀ゆかりのまち

であることを知っていましたか？ 

①知っていた 

②見聞きしたような気がする 

③知らなかった 

 

※「1 アイデア」については、選ばれなかった方のものも、公表させていただく可能性があります。

（公表の際は、個人名や個別名称が特定されないように加工します） 

 

 

 

 



年  月  日   

福知山市長 大橋 一夫 様 

 

           

 代表者名         印   

          

 

「#前澤さんふるさと納税５００万円アイデア」事業報告書 

 

 

    年  月  日付けで決定のあった         事業について関係書類を添えてその

実績を報告します。 

 

記 

 

1 精 算 額                円 

 

 

2 関係書類 

 

(１) 実績報告書(様式任意) 

 

(２) 参考資料（記録写真、作成チラシ、掲載新聞記事など） 

 

 

 


