観光地域ブランド確立支援事業交付要綱
平成２５年３月７日 観観振第２０７号－２
一部改正 平成２８年６月２７日 観観振第５１号
（通則）
第１条 観光地域ブランド確立支援事業に係る補助金（以下「補助金」という。）の交付につ
いては、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。以
下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施
行令」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。
（目的）
第２条 この補助金は、ブランド確立に取り組む観光地域について、国が設置した検討会（以
下「第三者委員会」という。）の推薦に基づき、ブランド確立に向けた戦略的な取組に要す
る経費の一部を国が補助することにより、国内外から選好される魅力ある観光地域づくり
を促進し、もって観光旅客の来訪及び滞在の促進による地域の活性化を図ることを目的と
する。
（定義）
第３条 この要綱において、「観光地域のブランド確立」とは、以下の全てを満たしているこ
とをいう。
一 地域が自然・歴史・文化等に根ざした「独自の価値」を有しており、当該価値が国内外
に認知されていること。
二 地域が「独自の価値」を来訪者に提供することにより、来訪者の期待を安定的に満た
していること。
三 地域の関係者・住民が「独自の価値」を共有し、活動に反映していること。
四 地域と来訪者が「独自の価値」に共鳴し合いながら、その価値を向上させていること。
五 地域として「独自の価値」の継続的な持続・向上を図るための仕組みを構築している
こと。
２ 「ブランド戦略」とは、ブランド確立に向けて取り組むために必要となる基本的な考え
方、取組方針をいう。
（交付の対象等）
第４条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める
経費（以下「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に
対し補助金を交付する。
２ この補助金の補助対象事業の区分、補助対象事業者、補助対象経費、補助率等、補助対象
期間及び金額の額の確定方法は、別表に定めるものとする。
（補助金交付申請）
第５条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、すみやかに様式第１－
１又は様式第１－２による「観光地域ブランド確立支援事業交付申請書」（以下「交付申請
書」という。）を大臣に提出しなければならない｡
２ 補助対象事業者は、第１項の申請書を提出するに当たって、様式２による「観光地域ブラ
ンド確立支援事業の消費税額の取り扱いについて」により、課税事業者、簡易課税事業者、
免税事業者の事業者種別等を明らかにするとともに、当該補助金に係る仕入れに係る消費
税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法
(昭和６３年法律第１０８号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金

額と当該金額に地方税法(昭和２５年法律第２ ２ ６ 号)に規定する地方消費税率を乗じ
て得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その
金額が明らかな場合には、これを減額して様式１－１及び１－２による申請をしなければ
ならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明ら
かでない場合は、この限りでない。
（交付の決定及び通知）
第６条 大臣は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定
を行い、様式第３による「観光地域ブランド確立支援事業交付決定通知書」により補助対象
事業者に通知するものとする。
２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡
（交付決定の変更等の申請）
第７条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、大臣が定める軽微な変更を除き、様
式第４による「観光地域ブランド確立支援事業交付決定変更申請書」（以下「交付決定変更
申請書」という。）を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
一 個別事業間の補助対象経費の配分について変更する場合
二 補助対象事業の内容を変更する場合
２ 第１項の大臣が定める軽微な変更とは、次の各号に該当するものをいう。
一 補助対象事業の目的達成のために、第４条別表に掲げる事業について、相互間の弾力
的な遂行のために必要と考えられる場合
二 補助対象事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助対象事業者の創意工
夫により事業計画の変更を認めることが、より効果的に補助対象事業の目的達成に資す
るものと考えられる場合
三 補助目的及び事業の遂行に関係ない事業計画の細部変更である場合
四 個別事業間の補助対象経費の配分について、それぞれの配分額の３０％以内の変更で
ある場合
３ 第１項の大臣が定める軽微な変更をしたときは、様式５による「観光地域ブランド確立
支援事業交付決定軽微変更届出書」を遅滞なく、大臣に届け出なければならない。
（交付決定の変更及び通知）
第８条 大臣は前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査のうえ、
交付決定の変更を行い、様式第６による「観光地域ブランド確立支援事業交付決定変更通
知書」により補助対象事業者に通知するものとする。
２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる｡
（申請の取下げ）
第９条 補助対象事業者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることに
より、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算
して３０日以内に、様式第７による「観光地域ブランド確立支援事業交付申請取下届出書」
を大臣に提出しなければならない。
（補助対象事業者等の変更届出）
第１０条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、様式第８による「観光地域ブラン
ド確立支援事業補助対象事業者等の変更届出書」を遅滞なく大臣に提出しなければならな
い。
一 補助対象事業者の住所又は名称並びに代表者の氏名に変更があった場合
二 観光地域づくりプラットフォームの規約、定款等に変更があった場合

（補助対象事業の中止又は廃止）
第１１条 補助対象事業者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、様式第９
による「観光地域ブランド確立支援事業補助対象事業中止（廃止）承認申請書」を大臣に提
出しなければならない。
（遂行状況報告）
第１２条 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行及び支出状況について、四半期毎の次の月
末までに様式第１０による「観光地域ブランド確立支援事業補助対象事業遂行状況報告書
（第 四半期）」（以下「遂行状況報告書」という。）を大臣に提出しなければならない｡
２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、
遂行状況報告書にその理由を付してすみやかに大臣に提出しなければならない。
３ 前２項の規定にかかわらず、大臣の要求があったときは、すみやかに補助対象事業の遂行
状況について報告しなければならない。
（実績報告）
第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したとき又は中止若しくは廃止の承認を
受けた時は、その日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早
い日までに様式第１１による「観光地域ブランド確立支援事業補助対象事業完了実績報告書」
（以下「完了実績報告書」という。）に必要に応じて参考となる資料を添えて大臣に提出し
なければならない。
（補助金の額の確定等）
第１４条 大臣は、前条の規定による完了実績報告書の提出があったときは、これを審査し、
その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条
件に適合すると認めたときは、別表に定めるところにより、交付すべき補助金の額を確定し、
様式第１２による「観光地域ブランド確立支援事業の額の確定通知書」により補助対象事業
者に通知するものとする。
（交付決定の取消及び返還命令）
第１５条 大臣は、第１１条の補助対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲
げる場合には、第６条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し又は変更することができ
る。
一 補助対象事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に違反
した場合
二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
２ 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金
が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。
３ 大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日
までの期間に応じて年利１０.９５パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せ命ず
るものとする。
４ 第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付の決定の取消の通知の日から２０日以内と
し、期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付
額につき、年利１０.９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

（補助金の請求）
第１６条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１３に
よる「観光地域ブランド確立支援事業支払請求書」を大臣に提出しなければならない。
（消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）
第１７条 補助対象事業者は、補助事業の完了（大臣の承認を受けた中止及び廃止を含む。）
後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除額が確定したときは、様式１４による
「観光地域ブランド確立支援事業の消費税額の額の確定に伴う報告書」を速やかに大臣に提
出しなければならない。
２ 大臣は、前項の報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命
ずるものとする。
３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、納期日までに納
付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納金の額につき、年利１０．
９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
（取得財産等の管理等）
第１８条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取
得財産等」という。）については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意
をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
２ 補助対象事業者は、取得財産等のうち、第２０条第１項に規定するものについて、様式第
１５による「取得財産管理台帳」を備え、管理しなければならない。
（財産の帰属等）
第１９条 補助対象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
象事業者に帰属する。
（財産の処分の制限）
第２０条 取得財産等のうち、適正化法施行令第１３条第４号の規定により、大臣が定める
機械及び重要な器具は、取得価格又は効用の増加価格が５０万円を超える機械及び重要な
器具とする。
２ 補助対象事業者は、適正化法第２２条に定める財産の処分を制限する期間（以下「財産
処分制限期間」という。）については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４
０年大蔵省令第１５号）を勘案して大臣が定める期間とし、その期間を経過するまでは、
大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け
又は担保に供してはならない。
３ 補助対象事業者は、前項の財産処分制限期間が経過するまでの間に財産の処分をしよう
とするときは、あらかじめ様式第１６による「観光地域ブランド確立支援事業補助対象事
業財産処分等承認申請書」を提出して大臣の承認を受けなければならない。
４ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち前項の処分時
から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるととも
に、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範
囲内でその利益の全部又は一部を国に納付させることとする。
（補助対象事業に関する書類の保存）
第２１条 補助対象事業者は、補助対象事業に関する書類を事業完了の属する年度の翌年度
から５年間、保存しておかなければならない。

附
則（平成２５年３月７日 観観振第２０７号－２）
１ この交付要綱は、平成２５年４月１日以降に補助金交付申請を行うものから適用する。
２ 観光地域づくりプラットフォーム支援事業交付要綱（平成２０年７月２３日付け国総観
振第５５号）は廃止する。
３ 前項により廃止された交付要綱に基づき、平成２４年度までに実施した事業については、
なお従前の例による。
附
則（平成２８年６月２７日 観観振第５１号）
平成２８年熊本地震に伴う観光環境の復旧及び風評被害の払拭のため、第１項各号に掲げ
る観光圏（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第８条第３項の
認定を受けた観光圏整備実施計画に記載された観光圏の区域をいう。）については、第２項の
とおり取り扱う。
１ 本附則については、次の観光圏に適用する。
一 阿蘇くじゅう観光圏
二 豊の国千年ロマン観光圏
２ 第１項各号に掲げる観光圏において、平成２８年度に実施される事業で、平成２８年６
月２７日以降に交付申請を行うものについては、次のとおり本要綱を読み替えて適用する。
一 第２条中、「国が設置した検討会（以下「第三者委員会」という。）の推薦に基づき、」
とあるのを削除する。
二 別表中、「観光地域ブランド確立支援」のうち「補助対象経費」について、「(4)上記
以外の事業で、ブランド確立のために必要な事業に要する経費」の次に、「(5)平成２８
年熊本地震に伴う観光環境の復旧及び風評被害の払拭に資する事業に関する経費」を加
える。
三 別表中、「観光地域ブランド確立支援」のうち「補助率等」について、「個別事業ごと
に２／５以内」とあるのは、「補助対象経費(1)から(4)については、個別事業ごとに２／
５以内」と読み替えるとともに、この次に、第１項第一号の観光圏については「補助対象
経費(5)については、個別事業ごとに４／５以内」と、同項第二号の観光圏については「補
助対象経費(5)については、個別事業ごとに３／５以内」と加える。
四 別表中、留意事項（４）について、「第三者委員会の事業評価において、」とあるのは、
「国が設置した検討会（以下「第三者委員会」という。）の事業評価において、」と読み
替える。

別表
補助対象事業の区分
補助対象事業については、以下のとおり区分するものとし、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を要件とする。
１．観光地域ブランド確立基盤づくり支援
「ブランド戦略」の策定に係る事業（ブランドのコンセプトの磨き上げ、ブランドのコンセプトを
来訪者が体感できる滞在プログラムの企画、滞在プログラムの実施に当たっての課題の抽出及び当
該課題を解決するために必要な事業の方針策定、主たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要
な事業の方針策定、観光地域のブランド確立のために必要となるブランドの管理を行う事業の方針
策定等）
２．観光地域ブランド確立支援
「ブランド戦略」に基づく事業（主たる滞在促進地区を起点とする滞在プログラムを実施するに当
たっての課題を解決するために必要な事業、主たる滞在促進地区の魅力を向上するために必要な事
業、観光地域のブランド確立のために必要となるブランドの管理を行う事業、上記以外の事業で、ブ
ランド確立のために必要な事業）

観光地域ブランド確立基盤づくり支援
補助対象事業者

(1)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（以下「観光圏整備法」
という。）及び観光圏の整備に
よる観光旅客の来訪及び滞在の
促進に関する基本方針（平成 24
年 12 月 27 日農林水産省・国土
交通省第２号）（以下「基本方
針」という。）に基づき作成さ
れ、観光圏整備法第８条第３項
の認定を受けた観光圏整備実施
計画に記載されている観光地域
づくりプラットフォームである
法人で、以下の要件を全て満た
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 団体の意思を決定し、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 観光圏整備実施計画におい
て記載されている主たる滞在
促進地区が存する市町村内に
所在していること。

補助対象経費

補助率等

補助対象期
間

観光地域ブランド確立に係るブランド 定額
１か年
戦略策定支援に関する経費
（上限５０
ブランド戦略策定経費（専門家招聘経 ０万円）
費、課題抽出のためのモニタリング調査
経費、ワークショップ開催経費、ワーク
ショップ開催の準備会議の開催経費、資
料作成・印刷経費、地域現況調査経費等）

へ「ブランド戦略」を策定する
ために必要となる能力を有す
る観光地域づくりマネージャ
ーを構成員としており、当該
観光地域づくりマネージャー
のマネジメントの下、補助対
象事業を実施する体制を構築
していること。
(2)(1)と同等の組織

観光地域ブランド確立支援
補助対象事業者
(1)観光圏整備法及び基本方針
に基づき作成され、観光圏整備
法第８条第３項の認定を受けた
観光圏整備実施計画に記載され
ている観光地域づくりプラット
フォームである法人で、以下の
要件を全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 団体の意思を決定し、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 観光圏整備実施計画におい
て記載されている主たる滞在
促進地区が存する市町村内に
所在していること。
へ「ブランド戦略」に基づく事
業実施に当たって必要となる
能力を有する観光地域づくり
マネージャーを構成員として
おり、当該観光地域づくりマ
ネージャーのマネジメントの
下、補助対象事業を実施する
体制を構築していること。
(2)(1)と同等の組織

補助対象経費

補助率等

補助対象期
間
(1) 主たる滞在促進地区を起点とする 個別事業毎 原則２か年
滞在プログラムの実施するに当たっ に２／５以
ての課題を解決するために必要な事 内
業に関する経費
イ 滞在プログラム改善事業
観光従事者及びガイド等育成経費、
簡易な修景・植栽経費、簡易な休憩・
眺望施設の整備経費、案内板・観光
案内標識の整備経費、レンタカー活
用支援経費（多言語カーナビ等）
、レ
ンタサイクル活用支援経費、二次交
通需要（実証実験）調査経費、滞在
プログラム等企画開発立上げ経費、
パンフレット・地図等作成経費、事
業化に向けた事業可能性調査経費、
安全管理経費、調査研究経費等
ロ 滞在プログラム企画・造成事業
専門家招聘経費、ワークショップ開
催経費、ワークショップ開催の準備
会議の開催経費、事業化に向けた事
業可能性調査経費等
(2) 主たる滞在促進地区の魅力を向上
する
ために必要な事業に関する経費
イ 宿泊サービスの改善・向上
従業員研修経費、共通食事クーポ
ン・共通入湯券等の企画開発経費、
専門家派遣等の制度設計経費、地域
資源を活用した土産品及び地産地
消メニューの開発・販売及び起業化
支援事業経費、研究会等の運営経費
等
ロ 宿泊（共用）施設の魅力向上
外観整備経費、簡易な植栽経費等
ハ 地区の景観の維持・向上
簡易な修景・植栽経費

簡易な休憩・眺望施設の整備経費、
制度設計経費、調査研究経費等
ニ 滞在コンテンツの魅力向上
専門家招請経費、ワークショップ開
催経費、ワークショップ開催の準備
会議の開催経費、事業化に向けた事
業可能性調査経費、歴史的建造物
（古民家）等を活用する体験・交流・
学習施設の整備・改良経費、滞在コ
ンテンツ企画開発立上げ経費、観光
従事者及びガイド等の育成経費、パ
ンフレット作成経費等
ホ 移動の快適化・利便向上事業
二次交通需要（実証実験）調査経費、
共通乗車船券の企画開発経費、調査
研究経費等
ヘ 案内機能の強化
IT を活用した情報提供・案内・予約
システムの開発・運営初期経費、案
内板の設置、観光案内標識の整備経
費、多言語により情報提供する観光
案内所の開設・運営初期経費、主た
る滞在促進地区内外にアクセスす
るための公共交通施設整備の経費
（鉄道施設・乗合バス施設・港湾施
設・空港施設・その他ターミナルに
係る外国語表記案内板整備、鉄道車
両・乗合バス車両・船舶・航空機内
外への外国語表記整備、外国語対応
券売機整備）、調査研究経費等
(3) 観光地域のブランド確立のために
必要となるブランドの管理を行う
事業に関する経費
イ マーケティング調査
主たる滞在促進地区内の宿泊数調
査、観光客満足度調査、観光消費額
調査、滞在プログラム満足度等調
査、リピーター率等調査・分析・検
討経費等
ロ ブランド維持・管理
品質管理・保証システムの開発・初
期運営経費、安全管理に係る経費、
専門家招聘経費、人材育成・組織等
基盤づくり経費、ブランドを象徴す
るロゴ等デザイン作成経費、専門家
派遣等の制度設計経費、調査研究経
費等
ハ ブランド浸透事業
戦略的な情報発信経費、住民の意識
啓発・参加促進経費、調査研究経費
等
(4)上記以外の事業で、ブランド確立の

ために必要な事業に関する経費

金額の額の確定

１．観光地域ブランド確立基盤づくり支援における補助対象事業に係る補助金の額
は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額を合算したものである。
（１）補助金交付決定額の内訳となる個別事業の額
（２）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額
（３）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額から、当該個別事業に係る収入
額を控除した額
２．観光地域ブランド確立支援における補助対象事業に係る補助金の額は、次に掲
げる額のうち、いずれか少ない額を合算したものである。
（１）補助金交付決定額の内訳となる個別事業の額
（２）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額に２／５を乗じて得た額
（３）補助対象経費の内訳となる個別事業の実施額から、当該個別事業に係る収入
額を控除した額に２／５を乗じて得た額
＊補助金対象経費に係る消費税のうち、仕入れ控除を行う場合における仕入控除の
対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。

＊ 留意事項（１）
（１）補助対象事業については、それぞれの個別事業がブランドの確立を実現することに寄与するも
のでなければならないものとし、市町村ごとの観光パンフレットやマップの作成だけを行うよう
なブランド確立に寄与しない事業については補助対象外とする。
（２）補助対象事業者が支出する経費についてのみ補助対象経費とする。
（３）補助金を受ける際の会計は、他の会計とは、別に区分経理を行うものとし、補助対象経費は、
当該事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類により金額等が確認できる支出の
みを対象とする。
（４）補助対象期間は、原則として、継続した２ヶ年とするが、第三者委員会の事業評価において、
著しく効果が低いと認められる場合は、この限りではない。ただし、第三者委員会において、当
該補助対象期間の事業が適切に執行され、効果があったとの評価を得た補助対象事業者であっ
て、新規に事業を追加して行うことにより一層の効果が見込まれる場合は、通算５ヶ年以内とす
る。この場合、事業開始から２ヶ年経過した同一の補助対象事業に係る経費については、補助対
象外とする。
（５）明許繰越しに係る経費については、宿泊（共用）施設外観整備費、歴史的建造物（古民家等）
等による体験・交流・学習施設及び案内施設の整備・改良経費、休憩・眺望等空間の活用・改良・
整備経費、多言語で案内できる統一性のある観光案内所の開設経費、案内板の設置経費、観光案
内標識の整備経費、主たる滞在促進地区内外とアクセスするための公共交通施設整備の経費（鉄
道施設・乗合バス施設・港湾施設・空港施設・その他ターミナルに係る外国語表記案内板整備、
鉄道車両・乗合バス車両・船舶・航空機内外への外国語表記整備、外国語対応券売機整備）等に
おける施設整備費に限る。
（６）各個別事業については、設定された目標について事後評価を実施すること。

