
平成２４年度 
 

観光地域づくりプラットフォーム支援事業 
（設立準備段階） 

 
 

【公募要領】 
 

 

受付期間 

○ 観光地域づくりプラットフォーム支援事業（設立準備段階） 

平成２４年６月２６日（火）～平成２４年７月６日（金） 

受付時間  ９：３０～１７：００（土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日） 

 

受付先及び問い合わせ先 

詳細は、Ｐ７を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年６月 

観 光 庁 
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観光地域づくりプラットフォーム支援事業（設立準備段階）公募要領 

  

平成２４年度観光地域づくりプラットフォーム支援事業（設立準備段階）に係る補助金（以下「補

助金」という。）について、公募を行いますので、交付を希望される方は、下記に基づき応募され

るようお願いいたします。 

 

１． 本補助金制度について 

（１）制度の目的 

    本補助金は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成２０

年法律第３９号）（以下「観光圏整備法」という。）第８条第３項の規定に基づき国土交通大

臣が認定した観光圏整備実施計画（以下「認定実施計画」という。）について、国が設置し

た検討会の推薦（以下「第三者委員会」という。）に基づき、認定実施計画に係る観光圏整

備事業に要する経費の一部を国が補助することにより、観光地域づくりプラットフォームの

形成による観光圏の整備を図り、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在の促進により地域の

活性化を推進することを目的としています。 

 

（２） 補助対象事業者 

     補助対象事業者は、補助金の執行に係る全ての責任を負うこととします。 

 

観光地域づくりプラットフォームの設立準備段階に係る経費補助 

 ① 観光圏整備法第５条第１項の規定に基づき組織された協議会（以下「協議会」という。）

の代表者であって、一般社団法人、一般財団法人、地方公共団体が出資する法人又はその構

成員若しくは出資者の構成からみて観光圏整備事業の推進を図るのにふさわしいと認めら

れる法人 

なお、上記協議会について、以下の要件をすべて満たしている必要があります。 

   一 定款、寄付行為に類する規約等を有すること。 

   二 団体活動の本拠としての事務所を有すること。 

   三 団体の意志を決定し、執行する組織が確立され、責任体制が明確であること。 

   四 代表者が経理し、それを監査する等の会計体制を有すること。 

   五 協議会において協議が調った事項について、協議会の構成員がその協議の結果を尊重す

る義務を負うことが規約等に定められていること。 

② ①の協議会と同等の組織及び広域的な観光振興の実績を有する法人 

 

 

２．補助対象事業の選定 

応募者より提出された応募書等をもとに、主に以下の観点について、第三者委員会において

検討した上で推薦する案件を選定します。これを踏まえ、国土交通省（観光庁）が補助対象

案件を決定します。 
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観光地域づくりプラットフォームの設立準備段階に係る経費補助 

（１）事業に取り組む地域の状況について  

  ① 前年度の補助金申請時に掲げた事業内容が計画通りに実施されたか。 

  ② 実施できなかった事業については、実施できなかった理由・課題等が明確に分析されてい

るか。 

（２）事業実施主体について 

① 議論を深められる中核となる人材がいるか。又は準備が進んでいるか。 

② 着地型旅行商品の展開に係る企画機能を有しているか。又は準備が進んでいるか。 

③ 実質的に連携をとる多様な主体が参加できる体制となっているか。 

（３） 補助申請年度の事業内容について 

① 観光圏の目指すべきコンセプトの方向性が明確になっているか。 

  ② マーケティング及びＳＷＯＴ分析の重要性がきちんと認識されているか。 

  ③ マーケティング及びＳＷＯＴ分析の具体的な進め方について記載されているか。 

  ④ 観光地域づくりプラットフォーム支援事業の事業計画（案）策定までのプロセスが明確か。 

 注：マーケティングとは、顧客の旅行経路、顧客層、顧客ニーズの把握等です。 

   SWOT分析とは、観光圏の目標達成に貢献する特質（強み）、目標達成の障害となる特質（弱

み）、目標達成に貢献する外部の特質（機会・チャンス等）、目標達成の障害となる外部の

特質（脅威）を分析し、どのように強みを生かすか、弱みを克服するか、どのように機会を

利用するか、脅威を取り除くまたは脅威から身を守るか、という戦略につなげるもの。 

 
 

３．補助対象事業及び補助対象経費 

補助対象事業及び補助対象経費は、観光圏整備法第８条第３項の観光圏整備実施計画の認

定に基づき行う別表１のとおりとし、下記の点に留意し、補助事業を行うことになります。 

（１）補助対象事業とされる内容は、応募書提出時に観光圏整備法第８条第３項に係る観光圏整備

実施計画の認定を受けているもの又は変更認定申請中のものに限ります。  

（２）補助事業を行うにあたり特別会計等の区分経理を行って下さい。補助対象経費は本事業の対

象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみにな

ります。 

（３）国が助成する他の制度（補助金、調査費等）と重複する事業は、補助対象外となります。 

（４）交付決定日前に発注、購入、契約等実施したものは、補助対象経費として計上できません。 

（５）補助対象事業において、参加者からの料金収入等については、収入額として計上し補助対象

経費から減額することとなります。 

 

４．補助額又は補助率 

   観光地域づくりプラットフォームの設立準備段階に係る経費補助は、上限５００万円とします。 
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５．補助対象期間 

  観光地域づくりプラットフォームの設立準備段階に係る経費補助は、１か年とします。 

 

６．応募手続き等の概要 

（１） 応募受付先及び問い合わせ先 

   応募受付先及び問い合わせ先は、最寄りの地方運輸局（以下「地方運輸局」という。）とし

ます。 

（２）受付期間 

平成２４年６月２６日（火）～平成２４年７月６日（金）（１７：００必着） 

（土曜日・日曜日・祝日を除く）受付時間：９：３０～１７：００ 

（注）郵送の場合は、受付最終日の１７：００までに必着するよう提出してください。 

（３）提出書類 

    別表２で定める提出書類を各地方運輸局企画観光部観光地域振興課へ提出して下さい。なお、

必要に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却はい

たしません。郵送で提出する場合は、封筒に赤字で「観光地域づくりプラットフォーム支援事

業応募書在中」と記入して下さい。 

（４） 申請 

２．により補助対象案件として決定された場合、応募を行った補助対象事業者は、別途、観

光地域づくりプラットフォーム支援事業交付要綱に基づく補助金の交付に係る申請手続きを

行うことができます。国土交通省（観光庁）は、この申請者に対して交付決定を行います。 

（５） 公表 

原則として、補助対象に決定した案件となった場合には、事業者名、事業内容等を公表しま

す。 

（６）その他 

 予算等の都合により、希望補助金額を減額した補助対象案件とする場合があります。 

 

７．補助対象事業者の義務 

   本制度の交付を受けた場合は、以下の内容を遵守しなければなりません。 

（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分（各省庁の長の定める軽微な変更を除く。）若

しくは内容を変更しようとする場合は事前に承認を受けなければなりません。又は補助事業

を中止若しくは廃止しようとする場合には、国土交通大臣へ申請しなければなりません。 

（２）補助事業を完了したとき又は中止並びに廃止の承認を受けたときは、その日から起算して３

０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出

しなければなりません。 

（３）補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産については、補助事業の終了

後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金の目的に従って効果的運用を図らなければ

なりません。（他の用途への使用はできません。） 
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    補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５

号）を勘案して大臣が定める期間以前に当該財産を処分等する必要があるときは、事前に国土

交通大臣の承認を受けなければなりません。 

    また、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は国に納付しなければなりません。

（納付額は、補助金額が限度です。） 

（４）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終

了後５年間保存しなければなりません。 

 

８．財産の帰属等 

補助事業を実施することにより財産権が発生した場合は、その権利は補助対象事業者に帰属

します。 

 

９．その他 

（１）補助金の支払いについては、通常は翌年度４月１０日までに完了実績報告書の提出を受け、

補助金の額の確定後の精算払いとなります。 

（２）補助事業の進捗状況確認のため、管轄する地方運輸局が実地検査に入ることがあります。 

（３）補助事業実施中または終了後、会計検査院等が実地検査に入ることがあります。 

   補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９

号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、

補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。 
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別表１ 

補助対象事業の区分 

 補助対象事業については、次の要件を満たす個別事業に区分するものとする。 

一 １．観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業、２．観光資源を活用したサービス

の開発及び提供に関する事業、３．観光旅客の移動の利便の増進に関する事業、４．観光に関する情報提

供の充実強化に関する事業、５．その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業

の一以上に該当していること。 

二 目標（定量的なものを原則とする。）の設定が行われていること。 

 

補助対象事業者 補助対象経費 補助額又は

補助率 

補助対象 

期間 

(1) 観光圏整備法第５条第１項の規定

に基づき組織された協議会（以下

「協議会」という。）の代表者で

あって、一般社団法人、一般財団

法人、地方公共団体が出資する法

人又はその構成員若しくは出資者

の構成からみて観光圏整備事業の

推進を図るのにふさわしいと認め

られる法人で、以下の要件をすべ

て満たしているもの。 

イ 定款、寄付行為に類する規約等を

有すること。 

ロ 団体活動の本拠としての事務所

を有すること。 

ハ 団体の意志を決定し、執行する組

織が確立され、責任体制が明確であ

ること。 

ニ 代表者が経理し、それを監査する

等の会計体制を有すること。 

ホ 協議会において協議が調った事

項について、協議会の構成員がその

協議の結果を尊重する義務を負う

ことが規約等に定められているこ

と。 

(2) 協議会と同等の組織及び広域的な

観光振興の実績を有し、観光圏整

備事業の推進を図るのにふさわし

い者として認められる法人 

（観光地域づくりプラットフォーム

の設立準備段階） 

観光地域づくりプラットフォームの

活動に係る事業計画策定経費（専門家

招聘に係る旅費・謝金、ワークショッ

プ開催費、ワークショップ開催の準備

会議の開催費、資料作成・印刷、地域

の観光現況調査等） 

上限 

５００万円 

１か年 
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別表２ 

提出書類 

① 観光地域づくりプラットフォーム支援事業応募書 

・観光地域づくりプラットフォーム支援事業応募に関する協議結果を証する書面 

② 観光圏整備事業実施計画変更認定申請書  

③ その他必要とする書類 

【提出部数】 

正１部（観光庁）、正１部（農林水産省）、写し１部（地方運輸局等）、写し１部（応募者控え）

合計４部 

【注意事項】 

関係する市町村又は都道府県へ、応募書の写しを応募者より送付すること。 

用紙サイズは、原則としてＡ４で統一し、両面印刷で、左側に縦２穴で穴を開け、左上１箇

所でホチキス止めしてください。 
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受付先及び問い合わせ先 

名称及び担当課（＊管轄都道府県） 所在地 電話 

北海道運輸局 企画観光部 

       観光地域振興課 

 

＊北海道 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西 10 丁目 

(札幌第２合同庁舎) 

011-290-2722 

東北運輸局 企画観光部 

      観光地域振興課 

 

＊青森、岩手、宮城、秋田、山形、

福島 

〒983-8537 

仙台市宮城野区鉄砲町 1 

(仙台第４合同庁舎) 

022-380-1001 

関東運輸局 企画観光部 

      観光地域振興課 

 

＊茨城、栃木、群馬、千葉、埼玉、

東京、神奈川、山梨 

〒231-8433 

横浜市中区北仲通 5-57 

（横浜第２合同庁舎） 

045-211-7265 

北陸信越運輸局 企画観光部 

        観光地域振興課 

 

＊新潟、長野、富山、石川 

〒950-8537 

新潟市中央区美咲町 1-2-1 

(新潟美咲合同庁舎 2 号館) 

025-244-6118 

中部運輸局 企画観光部 

      観光地域振興課 

 

＊愛知、静岡、岐阜、三重、福井 

〒460-8528 

名古屋市中区三の丸 2-2-1 

（名古屋合同庁舎第１号館） 

052-952-8009 

近畿運輸局 企画観光部 

           観光地域振興課 

 

＊大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、

和歌山 

〒540-8558 

大阪市中央区大手前 4-1-76 

（大阪合同庁舎第４号館） 

06-6949-6411 

中国運輸局  企画観光部 

       観光地域振興課 

 

＊広島、鳥取、島根、岡山、山口 

〒730-8544 

広島市中区上八丁堀 6-30 

（広島合同庁舎４号館） 

082-228-8701 

 

四国運輸局 企画観光部 

       観光地域振興課 

 

＊徳島、香川、愛媛、高知 

〒760-0068 

高松市松島町 1-17-33 

（高松第２地方合同庁舎） 

087-835-6357 

九州運輸局 企画観光部 

      観光地域振興課 

 

＊福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、

宮崎、鹿児島 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東 2-11-1 

（福岡合同庁舎新館） 

092-472-2920 

 


