
【別紙１】

代表団体名 本事業の代表団体名（観光圏整備法に基づく協議会が申請者の場合は、当該協議会名）を記入して下さい

代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（・・・・・・・・・・・　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

3 ○○市、○○観光協会、○○商工会、NPO○○　等

4
・施設所有者も含めた街並み保存協会の他、交通機関、宿泊施設が連携して造成。
・○年前から、この街並みを活かした観光交流促進策の検討を・・・・・

5 ・・・・・・・・・・・・・

6
□グリーン・ツーリズム　　　□エコツーリズム    　□産業観光
□ヘルスツーリズム　　　　  ■文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 どの様な体験・交流メニューが含まれているか具体的にご記入ください。　例）　○○体験、△△体験　等

8 他地域では体験できない等のポイントを具体的にご記入ください。

9 これまでの取組との違い等を具体的にご記入ください。

10
①　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日
②　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日

11
　1日目　：　○○駅　～　△△駅　～　□□（○○体験）　～△△温泉　（泊：○○ホテル）
　2日目　：　○○（□□体験）　～　△△駅　～　○○駅

12 ○○人（最少催行○○人）

13 福岡周辺、60歳以上のシニア

14 ○○旅行雑誌、○○新聞、○○タウンガイド　等　　（具体名をご記入下さい。）

15
■支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17

・観光客の滞在効果の検証を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・埋もれている地域資源の活用を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

18

・体験メニューの評価検証を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・今後の街並み保存のあり方へ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

19
・これまでの観光圏整備の取組において明らかになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

20

・継続的なツアーの実施に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・更なる観光客の滞在増を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

商品化した際の販売価格

　※　枚数は３枚までとして下さい。

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

ニューツーリズムの区分
（重複可）

ツアー参加者募集開始時期

ツアータイトル

体験・交流メニュー

セールスポイント

新規性

催行予定日

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）)

次年度以降の展開ビジョン

催行日程（目的地、出発地、
宿泊地、帰着地、日数）

今回のモニターツアー参加者負担額

支援希望額

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

1
申
請
者

2

主
催
旅
行
会
社

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）



【別紙１】

代表団体名 本事業の代表団体名（観光圏整備法に基づく協議会が申請者の場合は、当該協議会名）を記入して下さい

代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（・・・・・・・・・・・　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

3 ○○市、○○観光協会、○○商工会、NPO○○　等　（１と２に記載した以外の連携団体）

4
○○港産業観光コンソーシアムを構築し、○○市、△△大学、株式会社□□が参加し、これまで検討を重ね
てきた。具体的には・・・・・。

5 ・・・・・・・・・・・・・

6
□グリーン・ツーリズム　　　□エコツーリズム    　■産業観光
□ヘルスツーリズム　　　　  □文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 どの様な体験・交流メニューが含まれているか具体的にご記入ください。　例）　○○体験、△△体験　等

8 他地域では体験できない等のポイントを具体的にご記入ください。

9 これまでの取組との違い等を具体的にご記入ください。

10
①　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日
②　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日

11
　1日目　：　○○駅　～　△△駅　～　□□（○○体験）　～△△温泉　（泊：○○ホテル）
　2日目　：　○○（□□体験）　～　△△駅　～　○○駅

12 ○○人（最少催行○○人）

13 関東近郊、50代以上のシニア層

14
○シニア向け雑誌への広告出稿
○旅行雑誌への出向
○自治体等のHPからの募集　　　　　　　　　　　（具体名をご記入下さい。）

15
■支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　○○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17

・通常、休日実施できない工場施設の見学を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・自治体・観光関係事業者・地元産業界との連携強化を・・・・・・・・・・・・・・。
・工場施設が収益が確保できるようなビジネスモデルの・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

18

・○○市における新たな観光スポットの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・かつて独自に実施したモニターツアーで提示された○○といった課題の解決状況の・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

19
・これまでの観光圏整備の取組において明らかになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

20

・今回のモニターツアーの結果を踏まえて、次年度はツアーの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・○○市は観光基本計画として○○港を活用した観光振興策を掲げているところ。今回のモニターツアーの結
果を踏まえて、さらにその取組を改善・深化していくことを考えている。

（具体的にご記入ください。）

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）)

次年度以降の展開ビジョン

今回のモニターツアー参加者負担額

　※　枚数は３枚までとして下さい。

支援希望額

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

ツアー参加者募集開始時期

体験・交流メニュー

セールスポイント

商品化した際の販売価格

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

ツアータイトル

ニューツーリズムの区分
（重複可）

催行予定日

催行日程（目的地、出発地、
宿泊地、帰着地、日数）

新規性

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

1
申
請
者

2

主
催
旅
行
会
社

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）



【別紙１】

代表団体名 本事業の代表団体名（観光圏整備法に基づく協議会が申請者の場合は、当該協議会名）を記入して下さい

代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（・・・・・・・・・・・　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

3 ○○市、○○観光協会、○○商工会、NPO○○　等　（１と２に記載した以外の連携団体）

4
自治体と山林の所有者、宿泊施設等が連携し、これまでも・・・・・・・・・・
今回の取組のキーパーソンである△△氏が、自治体等に働きかけこの取組を・・・・

5 ・・・・・・・・・・・・・

6
□グリーン・ツーリズム　　　■エコツーリズム    　□産業観光
□ヘルスツーリズム　　　　  □文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 どの様な体験・交流メニューが含まれているか具体的にご記入ください。　例）　○○体験、△△体験　等

8 他地域では体験できない等のポイントを具体的にご記入ください。

9 これまでの取組との違い等を具体的にご記入ください。

10
①　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日
②　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日

11
　1日目　：　○○駅　～　△△駅　～　□□（○○体験）　～△△温泉　（泊：○○ホテル）
　2日目　：　○○（□□体験）　～　△△駅　～　○○駅

12 ○○人（最少催行○○人）

13 関東近郊、50代以上のシニア層

14
エコ関係雑誌、
ウォーキング関連情報サイト　　　　　　　　　　　　　　（具体名をご記入下さい。）

15
■支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17
・ガイド（インタープリター）の育成等の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

18

・地域にその森林の価値を認識してもらい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・体験メニューを実施することにより、地域の観光関係者と林産関係者の・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

19
・これまでの観光圏整備の取組において明らかになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

20

・○○町はエコツーリズムを観光の柱に据えており、今回のモニターツアーの実施結果も踏まえつつ、プラット
フォーム構築を図っていく。次年度も新たなエコツアーのコンテンツ開発に取り組むこととしている。

（具体的にご記入ください。）

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円支援希望額

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決）
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）

次年度以降の展開ビジョン

　※　枚数は３枚までとして下さい。

今回のモニターツアー参加者負担額

商品化した際の販売価格

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

ツアータイトル

ニューツーリズムの区分
（重複可）

催行予定日

催行日程（目的地、出発地、
宿泊地、帰着地、日数）

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

ツアー参加者募集開始時期

体験・交流メニュー

セールスポイント

新規性

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

1
申
請
者

2

主
催
旅
行
会
社



【別紙１】

代表団体名 本事業の代表団体名（観光圏整備法に基づく協議会が申請者の場合は、当該協議会名）を記入して下さい

代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（・・・・・・・・・・・　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

3 ○○市、○○観光協会、○○商工会、NPO○○　等　（１と２に記載した以外の連携団体）

4
○○村ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ協議会は、自治体・農協・直売所等が連携して、○○村のｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの推進を図って
きた。これまで具体的には・・・・・・。今回のツアー実施においても、関係者が連携して、旅行商品開発に取り
組んでいるところ。

5 ・・・・・・・・・・・・・

6
■グリーン・ツーリズム　　　□エコツーリズム    　□産業観光
□ヘルスツーリズム　　　　  □文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 どの様な体験・交流メニューが含まれているか具体的にご記入ください。　例）　○○体験、△△体験　等

8 他地域では体験できない等のポイントを具体的にご記入ください。

9 これまでの取組との違い等を具体的にご記入ください。

10
①　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日
②　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日

11
　1日目　：　○○駅　～　△△駅　～　□□（○○体験）　～△△温泉　（泊：○○ホテル）
　2日目　：　○○（□□体験）　～　△△駅　～　○○駅

12 ○○人（最少催行○○人）

13 大阪周辺、学生

14
大阪周辺の大学生協等
農業関係大学のコミュニティ等　　　　　　　　　　　　　　（具体名をご記入下さい。）

15
■支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17

・ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑの若年層等の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・農家民宿及び事業者の受入体制整備や・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・地域のマネジメント機能を○○村グリーンツーリズム協議会が担って実施し、・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

18

・農閑期における地域の交流の・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・体験プログラムの導入効果検証を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・高齢化が進む同地域での若者滞在によって地域を元気に・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

19
・これまでの観光圏整備の取組において明らかになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

20

・今回のモニターツアーの結果を踏まえつつ、協議会参加事業者を拡大。
・今回のモニターツアーの結果を踏まえて、さらにその取組を改善・深化していくことを考えている。

（具体的にご記入ください。）

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）

ツアータイトル

商品化した際の販売価格

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

1
申
請
者

2

主
催
旅
行
会
社

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）)

次年度以降の展開ビジョン

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

ニューツーリズムの区分
（重複可）

支援希望額

催行予定日

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

今回のモニターツアー参加者負担額

　※　枚数は３枚までとして下さい。

ツアー参加者募集開始時期

体験・交流メニュー

セールスポイント

新規性

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

催行日程（目的地、出発地、
宿泊地、帰着地、日数）



【別紙１】

代表団体名 本事業の代表団体名（観光圏整備法に基づく協議会が申請者の場合は、当該協議会名）を記入して下さい

代表者氏名 ・・・・・・・・・・・・・

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

主催旅行会社名
及び協会加入の有無

会社名（・・・・・・・・・・・　）　□（社）日本旅行業協会　□（社）全国旅行業協会

所在地 ・・・・・・・・・・・・・

担当者名 ・・・・・・・・・・・・・

電話・ファックス番号 ・・・・・・・・・・・・・

メールアドレス ・・・・・・・・・・・・・

3 ○○市、○○観光協会、○○商工会、NPO○○　等　（１と２に記載した以外の連携団体）

4
○○地区では、温泉旅館と、地域医療中核の病院が連携し、長期滞在型の温泉療養を確立すべく、協議会を
設け、その推進方策を検討してきたところ…………

5 ・・・・・・・・・・・・・

6
□グリーン・ツーリズム　　　□エコツーリズム    　□産業観光
■ヘルスツーリズム　　　　  □文化観光　           □その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

7 どの様な体験・交流メニューが含まれているか具体的にご記入ください。　例）　○○体験、△△体験　等

8 他地域では体験できない等のポイントを具体的にご記入ください。

9 これまでの取組との違い等を具体的にご記入ください。

10
①　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日
②　○月○日（○曜日）　～　○月○日（○曜日）　　　○泊○日

11
　1日目　：　○○駅　～　△△駅　～　□□（○○体験）　～△△温泉　（泊：○○ホテル）
　2日目　：　○○（□□体験）　～　△△駅　～　○○駅

12 ○○人（最少催行○○人）

13 関東周辺、40代

14
・人間ドック実施施設等における広報
・企業の共済組合等を通じた募集　　　　　　　　　　　　　　（具体名をご記入下さい。）

15
■支援対象決定後に実施
□支援対象決定にかかわらず、選定前から実施

16 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

17

・長期療養の医学的効果検証を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
・長期休暇が取りにくい壮年層の長期滞在を・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

18
・これまでの旅館と医療機関の関係に加え、飲食業界等幅広い連携を・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

19
・これまでの観光圏整備の取組において明らかになった・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

20
・今回の実施を通じ適当な実施時期を判断した上で、・・・・・・・・・・・・・・・・・。

（具体的にご記入ください。）

21 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

22 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（一人当たり）

23 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

本事業の連携団体
（自治体等及び地域事業者）

ツアー参加者募集開始時期

体験・交流メニュー

セールスポイント

新規性

ニューツーリズムの区分
（重複可）

催行予定日

催行日程（目的地、出発地、
宿泊地、帰着地、日数）

ツアー造成経費総額
※内訳を別葉にすること（別紙２参照）

「モニターツアーの造成によるニューツーリズムの推進に関する調査事業」　エントリーシート

1
申
請
者

2

主
催
旅
行
会
社

今回のモニターツアー参加者負担額

商品化した際の販売価格

観光振興に向けた
地域の取組との連携状況

ツアータイトル

一催行あたりの募集人員、
最少催行人員

ターゲットとして想定する
市場地域、客層

13で想定した市場地域・客層に
対する広告・宣伝方法

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題①

（全国的な視点からの各ツーリズム
特有の共通課題解決（【参考】参照）
又は滞在型観光促進への課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題②
（地域独自の課題解決）

調査・検証する内容又は
解決が期待できる課題③

（観光圏で抱えている課題解決
（観光圏整備法に基づく協議会の場合）)

次年度以降の展開ビジョン

　※　枚数は３枚までとして下さい。

支援希望額


