
【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

様式第様式第様式第様式第１１１１号号号号            

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 1111 日日日日    

    

    

徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長    殿殿殿殿    

    

    

住住住住            所所所所    ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○－－－－○○○○    

名名名名            称称称称    △△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名    代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○        印印印印    

連絡先連絡先連絡先連絡先((((TELTELTELTEL))))        ○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○○○○○    

    

    

助成金交付申請書助成金交付申請書助成金交付申請書助成金交付申請書    

    

徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金のののの交付交付交付交付をををを受受受受けたいのでけたいのでけたいのでけたいので、、、、徳島空港利用促進協議会助成事業実施要徳島空港利用促進協議会助成事業実施要徳島空港利用促進協議会助成事業実施要徳島空港利用促進協議会助成事業実施要

領領領領のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり申請申請申請申請しますしますしますします。。。。    

    

１１１１    事業名及事業名及事業名及事業名及びびびび交付申請額交付申請額交付申請額交付申請額    

事事事事    業業業業    名名名名    アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島＝＝＝＝台湾台湾台湾台湾））））    

交付申請額交付申請額交付申請額交付申請額    金金金金１５０１５０１５０１５０，，，，００００００００００００円円円円    

    

２２２２    事業計画等事業計画等事業計画等事業計画等    

計画内計画内計画内計画内容容容容    １１１１    徳島空港徳島空港徳島空港徳島空港発着発着発着発着ののののチャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの概要概要概要概要    

（（（（1111））））チャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの形態形態形態形態・・・・目的目的目的目的・・・・乗客乗客乗客乗客のののの居住地居住地居住地居住地    

ＩＴＣＩＴＣＩＴＣＩＴＣ、、、、観光観光観光観光、、、、徳島県及徳島県及徳島県及徳島県及びびびび近県近県近県近県    

（（（（2222））））運航航空会社運航航空会社運航航空会社運航航空会社    

○○○○○○○○○○○○航空航空航空航空    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（3333））））使用使用使用使用機材機材機材機材    

A320A320A320A320----200200200200    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（4444））））座席定員数座席定員数座席定員数座席定員数    

150150150150 席席席席    ／／／／全便全便全便全便（（（（使用可能席数使用可能席数使用可能席数使用可能席数                席席席席／／／／全便全便全便全便））））    

（（（（5555））））運航区間運航区間運航区間運航区間    

台中台中台中台中――――徳島徳島徳島徳島――――台中台中台中台中    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（6666））））運航運航運航運航スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

1)1)1)1)    運航日運航日運航日運航日    

①①①①H25.8.12H25.8.12H25.8.12H25.8.12（（（（月月月月）、）、）、）、②②②②H25.8.15H25.8.15H25.8.15H25.8.15（（（（木木木木））））    

2)2)2)2)    発着空港及発着空港及発着空港及発着空港及びびびび時間時間時間時間    

①①①①    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発     8:30 8:30 8:30 8:30        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    12:0012:0012:0012:00    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    14:0014:0014:0014:00        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    16:0016:0016:0016:00    

②②②②    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発    10:1510:1510:1510:15        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    13:4513:4513:4513:45    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    15:4515:4515:4515:45        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    17:4517:4517:4517:45    

（（（（7777））））徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場のののの使用申請書使用申請書使用申請書使用申請書（（（（写写写写しししし））））    

                                    別添別添別添別添のとおりのとおりのとおりのとおり    



        

２２２２    旅行概要旅行概要旅行概要旅行概要    

（（（（1111））））旅行旅行旅行旅行のののの種類種類種類種類    

            募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行    

（（（（2222））））旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品    

３コース３コース３コース３コース／／／／便便便便×１×１×１×１（（（（8.128.128.128.12 発発発発））））    

○コース○コース○コース○コース名名名名    ○○○○○○○○○○○○、、、、    ○○○○○○○○○○○○、、、、    ○○○○○○○○○○○○    

※※※※    別添別添別添別添ツアーツアーツアーツアー募集募集募集募集パンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおり    

（（（（3333））））募集人員募集人員募集人員募集人員    

       130       130       130       130 人人人人／／／／３コース３コース３コース３コース／／／／便便便便×１×１×１×１    

（（（（4444））））徳島空港徳島空港徳島空港徳島空港のののの利用方法利用方法利用方法利用方法    

                ツアーのツアーのツアーのツアーの往復利用往復利用往復利用往復利用    

    

経費明細等経費明細等経費明細等経費明細等    ○○○○    旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金    

        別添別添別添別添ツアーツアーツアーツアー募集募集募集募集パンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおり    

    
※※※※    添付資料添付資料添付資料添付資料    

〈〈〈〈チャーターチャーターチャーターチャーター便関係便関係便関係便関係〉〉〉〉    

・ チャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの運航計画運航計画運航計画運航計画をををを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類    

・ 旅行旅行旅行旅行のののの概要概要概要概要をををを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類    

〈〈〈〈共通共通共通共通〉〉〉〉    

・・・・    会長会長会長会長がががが別別別別にににに必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる書類書類書類書類    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

様式第様式第様式第様式第２２２２号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 8888 日日日日    

    

    

△△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    殿殿殿殿    

    

    

徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会    

会会会会    長長長長    熊熊熊熊    谷谷谷谷    幸幸幸幸    三三三三    

    

    

助成金交付決定通知書助成金交付決定通知書助成金交付決定通知書助成金交付決定通知書    

    

平成平成平成平成 22225555 年年年年 7777 月月月月１１１１日日日日付付付付けでけでけでけで申請申請申請申請のありましたのありましたのありましたのありました徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金徳島空港利用促進協議会助成金についてはについてはについてはについては、、、、徳島空徳島空徳島空徳島空

港利用促進協議会助成事業実施要領港利用促進協議会助成事業実施要領港利用促進協議会助成事業実施要領港利用促進協議会助成事業実施要領のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、次次次次のとおのとおのとおのとおりりりり交付交付交付交付することとすることとすることとすることと決定決定決定決定したのでしたのでしたのでしたので、、、、通知通知通知通知

しますしますしますします。。。。    

    

    

１１１１    事業名及事業名及事業名及事業名及びびびび交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額    

事事事事    業業業業    名名名名        アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島＝＝＝＝台湾台湾台湾台湾））））    

交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額        金金金金１５０１５０１５０１５０,,,,００００００００００００円円円円    

    

    

２２２２    条件等条件等条件等条件等    

        徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領のののの規定規定規定規定をををを遵守遵守遵守遵守することすることすることすること。。。。    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

様式第様式第様式第様式第３３３３号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 11118888 日日日日    

    

    

徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長    殿殿殿殿    

    

    

住住住住            所所所所        ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○－－－－○○○○    

名名名名            称称称称        △△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名            代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○        印印印印    

連絡先連絡先連絡先連絡先((((TELTELTELTEL))))    ○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○○○○○    

    

    

助成事業変更等承認申請書助成事業変更等承認申請書助成事業変更等承認申請書助成事業変更等承認申請書    

    

    平成平成平成平成 22225555 年年年年 7777 月月月月 8888 日日日日付付付付けでけでけでけで交付決定交付決定交付決定交付決定のののの通知通知通知通知をををを受受受受けたけたけたけた助成事業助成事業助成事業助成事業のののの内容内容内容内容のののの変更変更変更変更のののの承認承認承認承認をををを受受受受けたけたけたけた

いのでいのでいのでいので、、、、徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり申請申請申請申請しますしますしますします。。。。    

    

１１１１    事業名及事業名及事業名及事業名及びびびび変更内容等変更内容等変更内容等変更内容等    

事事事事    業業業業    名名名名    アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島－－－－台湾台湾台湾台湾））））    

変更内容等変更内容等変更内容等変更内容等    天候不良天候不良天候不良天候不良にににに伴伴伴伴うううう事業計画日程事業計画日程事業計画日程事業計画日程のののの変更変更変更変更    

２２２２    変更後変更後変更後変更後のののの事業計画等事業計画等事業計画等事業計画等    

計画内計画内計画内計画内容容容容    

    

    

○○○○    変更後変更後変更後変更後のののの運航運航運航運航スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

1)1)1)1)    運航日運航日運航日運航日    

①①①①H25.H25.H25.H25.8.198.198.198.19（（（（月月月月）、）、）、）、②②②②H25.8.H25.8.H25.8.H25.8.22222222（（（（木木木木））））    

2)2)2)2)    発着空港及発着空港及発着空港及発着空港及びびびび時間時間時間時間    

①①①①    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発      8:30  8:30  8:30  8:30        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    12:0012:0012:0012:00    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    14:0014:0014:0014:00        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    16:0016:0016:0016:00    

②②②②    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発    10:1510:1510:1510:15        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    13:4513:4513:4513:45    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    15:4515:4515:4515:45        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    17:4517:4517:4517:45    

    

    そのそのそのその他他他他はははは、、、、平成平成平成平成25252525年年年年7777月月月月8888日付日付日付日付けでけでけでけで交付決定交付決定交付決定交付決定をををを受受受受けたとおりですけたとおりですけたとおりですけたとおりです。。。。    

    ※※※※    必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて変更概要変更概要変更概要変更概要がががが把握把握把握把握できるできるできるできる書類書類書類書類（（（（徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場のののの使用申請書等使用申請書等使用申請書等使用申請書等））））    をををを

添付添付添付添付。。。。    
経費明細等経費明細等経費明細等経費明細等    ○○○○    変更無変更無変更無変更無しししし    

    

※※※※    添付資料添付資料添付資料添付資料    

〈〈〈〈共通共通共通共通〉〉〉〉    

・・・・    変変変変更等更等更等更等のののの内容内容内容内容をををを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類    

・・・・    会長会長会長会長がががが別別別別にににに必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる書類書類書類書類    

受領した「助成金受領した「助成金受領した「助成金受領した「助成金交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書交付決定通知書」の日付を記入してください。」の日付を記入してください。」の日付を記入してください。」の日付を記入してください。    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

〈〈〈〈交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額にににに変更変更変更変更がないがないがないがない場合場合場合場合〉〉〉〉    

様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号    

    

平成平成平成平成 22225555 年年年年 7777 月月月月 23232323 日日日日    

    

    

    

△△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    殿殿殿殿    

    

    

    

徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会    

会会会会    長長長長    熊熊熊熊    谷谷谷谷    幸幸幸幸    三三三三    

    

    

    

助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書    

    

    平成平成平成平成 22225555 年年年年 7777 月月月月 11118888 日付日付日付日付けでけでけでけで申請申請申請申請のありましたのありましたのありましたのありました平成平成平成平成 22225555 年年年年 7777 月月月月 8888 日付日付日付日付けけけけ交付決定交付決定交付決定交付決定のののの徳島空港利用促徳島空港利用促徳島空港利用促徳島空港利用促

進協議会助成事業進協議会助成事業進協議会助成事業進協議会助成事業のののの内容内容内容内容のののの変変変変更更更更についてについてについてについてはははは、、、、承承承承認認認認しますしますしますします。。。。    

    

    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

〈〈〈〈交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額にににに変更変更変更変更があるがあるがあるがある場合場合場合場合〉〉〉〉    

様式第様式第様式第様式第４４４４号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 23232323 日日日日    

    

    

    

△△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    殿殿殿殿    

    

    

    

徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会    

会会会会    長長長長    熊熊熊熊    谷谷谷谷    幸幸幸幸    三三三三    

    

    

    

助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書助成事業変更承認通知書    

    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 11118888 日付日付日付日付けでけでけでけで申請申請申請申請のありましたのありましたのありましたのありました平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 8888 日付日付日付日付けけけけ交付決定交付決定交付決定交付決定のののの徳島空港徳島空港徳島空港徳島空港

利用促進協議会助成事業利用促進協議会助成事業利用促進協議会助成事業利用促進協議会助成事業のののの内容内容内容内容のののの変更変更変更変更についてはについてはについてはについては承認承認承認承認するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり交付決定交付決定交付決定交付決定

額額額額をををを変更変更変更変更しますしますしますします。。。。    

    

変更交付決定額変更交付決定額変更交付決定額変更交付決定額    金金金金７５７５７５７５,,,,００００００００００００円円円円    

既交付決定既交付決定既交付決定既交付決定額額額額    金金金金１５１５１５１５００００,,,,００００００００００００円円円円    

    

    

    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    
様式第様式第様式第様式第５５５５号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 9999 月月月月 2222 日日日日    

    

徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長    殿殿殿殿    

    

住住住住            所所所所    ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○－－－－○○○○    

名名名名            称称称称    △△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名    代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○        印印印印    

連絡先連絡先連絡先連絡先((((TELTELTELTEL))))        ○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○○○○○    

    

    

助成事業実績報告書助成事業実績報告書助成事業実績報告書助成事業実績報告書    

    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年 7777 月月月月 8888 日日日日付付付付けでけでけでけで交付決定交付決定交付決定交付決定のあったのあったのあったのあった徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業がががが完了完了完了完了したのでしたのでしたのでしたので、、、、

次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり実績実績実績実績をををを報告報告報告報告しますしますしますします。。。。    

    

１１１１    事業名及事業名及事業名及事業名及びびびび交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額    

事事事事    業業業業    名名名名    アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島＝＝＝＝台湾台湾台湾台湾））））    

交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額    金金金金１５０１５０１５０１５０,,,,００００００００００００円円円円    

    

２２２２    事業実績等事業実績等事業実績等事業実績等    

実績内実績内実績内実績内容容容容    １１１１    徳徳徳徳島空港島空港島空港島空港発着発着発着発着ののののチャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの概要概要概要概要    

（（（（1111））））チャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの形態形態形態形態・・・・目的目的目的目的・・・・乗客乗客乗客乗客のののの居住地居住地居住地居住地    

ＩＴＣＩＴＣＩＴＣＩＴＣ、、、、観光観光観光観光、、、、徳島県及徳島県及徳島県及徳島県及びびびび近県近県近県近県    

（（（（2222））））運航航空会社運航航空会社運航航空会社運航航空会社    

○○○○○○○○○○○○航空航空航空航空    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（3333））））使用使用使用使用機材機材機材機材    

A320A320A320A320----200200200200    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（4444））））座席定員数座席定員数座席定員数座席定員数    

150150150150 席席席席    ／／／／全便全便全便全便（（（（使用可能席数使用可能席数使用可能席数使用可能席数                席席席席／／／／全便全便全便全便））））    

（（（（5555））））搭乗者数搭乗者数搭乗者数搭乗者数    

計計計計    ○○○○○○○○○○○○人人人人    

①①①①H25.8.1H25.8.1H25.8.1H25.8.19999    計計計計○○○○○○○○人人人人【【【【往路往路往路往路    ﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰ人人人人、、、、復路復路復路復路    ○○○○○○○○人人人人】】】】    

②②②②H25.8.H25.8.H25.8.H25.8.22222222        計計計計○○○○○○○○人人人人【【【【往路往路往路往路    ○○○○○○○○人人人人、、、、復路復路復路復路    ﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰﾌｪﾘｰ人人人人】】】】    

（（（（6666））））運航区間運航区間運航区間運航区間    

台中台中台中台中――――徳島徳島徳島徳島――――台中台中台中台中    ／／／／全便全便全便全便    

（（（（7777））））運航運航運航運航スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

1)1)1)1)    運航日運航日運航日運航日    

①①①①H25.8.1H25.8.1H25.8.1H25.8.19999（（（（月月月月）、）、）、）、②②②②H25.8.H25.8.H25.8.H25.8.22222222（（（（木木木木））））    

2)2)2)2)    発着空港及発着空港及発着空港及発着空港及びびびび時間時間時間時間    

①①①①    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発     8:30 8:30 8:30 8:30        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    12:0012:0012:0012:00    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    14:0014:0014:0014:00        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    16:0016:0016:0016:00    

②②②②    往路往路往路往路：：：：台中空港発台中空港発台中空港発台中空港発    10:1510:1510:1510:15        徳島空港着徳島空港着徳島空港着徳島空港着    13:4513:4513:4513:45    

復路復路復路復路：：：：徳島空港発徳島空港発徳島空港発徳島空港発    15:4515:4515:4515:45        台中空港着台中空港着台中空港着台中空港着    17:4517:4517:4517:45    

受領した「助成金受領した「助成金受領した「助成金受領した「助成金交付決定交付決定交付決定交付決定通知書」の日付を記入してください。通知書」の日付を記入してください。通知書」の日付を記入してください。通知書」の日付を記入してください。    



    （（（（8888））））徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場徳島飛行場のののの使用申請書使用申請書使用申請書使用申請書（（（（写写写写しししし））））    

                                    別添別添別添別添のとおりのとおりのとおりのとおり    

    

２２２２    旅行概要旅行概要旅行概要旅行概要    

（（（（1111））））旅行旅行旅行旅行のののの種類種類種類種類    

            募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行募集型企画旅行    

（（（（2222））））旅行商品旅行商品旅行商品旅行商品    

３コース３コース３コース３コース／／／／便便便便×１×１×１×１（（（（8.18.18.18.19999 発発発発））））    

○コース○コース○コース○コース名名名名    ○○○○○○○○○○○○、、、、    ○○○○○○○○○○○○、、、、    ○○○○○○○○○○○○    

※※※※    別添別添別添別添ツアーツアーツアーツアー募集募集募集募集パンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおりパンフレットのとおり    

（（（（3333））））募集人員募集人員募集人員募集人員    

       130       130       130       130 人人人人／／／／３コース３コース３コース３コース／／／／便便便便×１×１×１×１    

（（（（4444））））参加者参加者参加者参加者    

                計計計計    ○○○○○○○○○○○○人人人人    ※※※※添乗員除添乗員除添乗員除添乗員除くくくく。。。。    

①①①①    8.18.18.18.19999 発発発発のツアーのツアーのツアーのツアー    ※※※※（（（（    ））））…………添乗員数添乗員数添乗員数添乗員数    

○ コースコースコースコース【【【【○○○○○○○○○○○○】】】】    ○○○○○○○○○○○○人人人人((((○○○○人人人人))))    

○ コースコースコースコース【【【【○○○○○○○○○○○○】】】】    ○○○○○○○○○○○○人人人人((((○○○○人人人人))))    

○ コースコースコースコース【【【【○○○○○○○○○○○○】】】】    ○○○○○○○○○○○○人人人人((((○○○○人人人人))))    

（（（（5555））））徳島空港徳島空港徳島空港徳島空港のののの利用方法利用方法利用方法利用方法    

                ツアーのツアーのツアーのツアーの往復利用往復利用往復利用往復利用    

    

経費明細等経費明細等経費明細等経費明細等    ◆ツアー◆ツアー◆ツアー◆ツアー販売価格販売価格販売価格販売価格    

○○○○    8.18.18.18.19999 発発発発のツアーのツアーのツアーのツアー    

（【（【（【（【○○○○○○○○○○○○】】】】○○○○○○○○, , , , ○○○○○○○○○○○○円円円円、【、【、【、【○○○○○○○○○○○○】】】】○○○○○○○○, , , , ○○○○○○○○○○○○円円円円、、、、    

【【【【○○○○○○○○○○○○】】】】○○○○○○○○, , , , ○○○○○○○○○○○○円円円円））））    

※※※※    添付資料添付資料添付資料添付資料    

〈〈〈〈チャーターチャーターチャーターチャーター便関係便関係便関係便関係〉〉〉〉    

・ チャーターチャーターチャーターチャーター便便便便のののの搭乗搭乗搭乗搭乗をををを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類    

・ インバウンドのインバウンドのインバウンドのインバウンドの場合場合場合場合、、、、チャーターチャーターチャーターチャーター便便便便にににに搭乗搭乗搭乗搭乗するするするする訪日旅客訪日旅客訪日旅客訪日旅客がががが徳島県内徳島県内徳島県内徳島県内のののの宿泊施設宿泊施設宿泊施設宿泊施設にににに    

１１１１泊泊泊泊（（（（片道当片道当片道当片道当たりたりたりたり））））したことをしたことをしたことをしたことを証明証明証明証明するするするする書類書類書類書類    

〈〈〈〈共通共通共通共通〉〉〉〉    

・・・・    会長会長会長会長がががが別別別別にににに必要必要必要必要とととと認認認認めるめるめるめる書類書類書類書類    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

様式第様式第様式第様式第６６６６号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 9999 月月月月 9999 日日日日    

    

    

    

△△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○    殿殿殿殿    

    

    

    

徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会徳島空港利用促進協議会    

会会会会    長長長長    熊熊熊熊    谷谷谷谷    幸幸幸幸    三三三三    

    

    

    

助成金助成金助成金助成金のののの額額額額のののの確定通知書確定通知書確定通知書確定通知書    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 9999 月月月月 2222 日付日付日付日付けでけでけでけで実績報告実績報告実績報告実績報告のありましたのありましたのありましたのありました徳島空港利用促進協議会助徳島空港利用促進協議会助徳島空港利用促進協議会助徳島空港利用促進協議会助成事業成事業成事業成事業のののの助成金助成金助成金助成金のののの額額額額

をををを、、、、徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領徳島空港利用促進協議会助成事業実施要領のののの規定規定規定規定によりによりによりにより、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり確定確定確定確定したのでしたのでしたのでしたので、、、、通知通知通知通知しししし

ますますますます。。。。    

    

１１１１    事業名及事業名及事業名及事業名及びびびび交付確定額交付確定額交付確定額交付確定額    

事事事事    業業業業    名名名名    アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島＝＝＝＝台湾台湾台湾台湾））））    

交付決定額交付決定額交付決定額交付決定額    金金金金１５０１５０１５０１５０,,,,００００００００００００円円円円    

２２２２    そのそのそのその他他他他    



【【【【記入例記入例記入例記入例】】】】    

様式第様式第様式第様式第７７７７号号号号    

    

平成平成平成平成 25252525 年年年年 9999 月月月月 17171717 日日日日    

    

徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長徳島空港利用促進協議会会長    殿殿殿殿    

    

    

住住住住            所所所所    ○○○○○○○○県県県県○○○○○○○○市市市市○○○○○○○○町町町町○○○○－－－－○○○○    

名名名名            称称称称    △△□□△△□□△△□□△△□□株式会社株式会社株式会社株式会社    

代表者氏名代表者氏名代表者氏名代表者氏名    代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    ○○○○○○○○    ○○○○○○○○        印印印印    

連絡先連絡先連絡先連絡先((((TELTELTELTEL))))        ○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○－－－－○○○○○○○○○○○○○○○○    

    

    

    

助成金請求書助成金請求書助成金請求書助成金請求書    

    

    平成平成平成平成 25252525 年年年年 9999 月月月月 9999 日日日日付付付付けでけでけでけで徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業徳島空港利用促進協議会助成事業にににに係係係係るるるる助成金助成金助成金助成金のののの額額額額のののの確定通知確定通知確定通知確定通知をををを受受受受けけけけ

たのでたのでたのでたので、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり助成金助成金助成金助成金をををを請求請求請求請求しますしますしますします。。。。    

    

    

１１１１    助成金請求額助成金請求額助成金請求額助成金請求額    

金金金金１５０１５０１５０１５０,,,,００００００００００００円円円円    

    

２２２２    助成金振込先助成金振込先助成金振込先助成金振込先    

銀行名等銀行名等銀行名等銀行名等    金融機関名金融機関名金融機関名金融機関名：：：：○○○○○○○○銀行銀行銀行銀行                店舗名店舗名店舗名店舗名：：：：○○○○○○○○支店支店支店支店    

口座番号等口座番号等口座番号等口座番号等    

○○○○○○○○口座口座口座口座        口座番号口座番号口座番号口座番号    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

        （（（（ふりがなふりがなふりがなふりがな））））                    ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

口座名義人口座名義人口座名義人口座名義人            ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○    

    

３３３３    助成金対象事業助成金対象事業助成金対象事業助成金対象事業    

事事事事    業業業業    名名名名    アウトバウンドアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド国際国際国際国際チャーターチャーターチャーターチャーター便助成事業便助成事業便助成事業便助成事業（（（（徳島徳島徳島徳島＝＝＝＝台湾台湾台湾台湾））））    

交付確定額交付確定額交付確定額交付確定額    金金金金１５０１５０１５０１５０,,,,００００００００００００円円円円    

    

    

受領した受領した受領した受領した「助成金の額の確定通知書」の日付を記入してください。「助成金の額の確定通知書」の日付を記入してください。「助成金の額の確定通知書」の日付を記入してください。「助成金の額の確定通知書」の日付を記入してください。    

日本国内の金融機関の口座を記入してください。日本国内の金融機関の口座を記入してください。日本国内の金融機関の口座を記入してください。日本国内の金融機関の口座を記入してください。    


