
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 

公募要領 

 

 

 公募期間 

 平成 30 年 7 月 2 日（月）～平成 30 年 7 月 27 日（金） 17：00（必着） 

 

 問合せ先 

 ＜モデル事業の公募手続きに関して＞ 

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 

  有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部 パブリックセクター 

  モデル事業事務局 （担当：吉本・日下） 

 連絡先：TEL：070-4547-6768（吉本直通）、080-8860-5876（日下直通） 

E-mail: tourism.incubator_modelbusiness@tohmatsu.co.jp 

 

＜最先端観光コンテンツ インキュベーター事業に関して＞ 

 〒100-8981 東京都千代田区霞が関 2-1-2 

 国土交通省 観光庁 観光地域振興部 観光資源課 (担当：三宅、渋谷、有島) 

 連絡先 TEL：代表 03-5253-8111（内線 27-889、27-826、27-828） 

直通 03-5253-8925 

 

 

 

平成 30 年 7 月 
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Ⅰ．最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業の概要 

1. 背景・目的 

 観光庁では、「観光ビジョン実現プログラム 2017」（平成 29 年 5 月観光立国推進閣僚会

議）で掲げられた柱の一つ、「楽しい国 日本」の実現に向けて、歴史や文化だけにとどまら

ない新たな観光資源の開拓、外国人向けコンテンツの充実、受入環境整備、対外発信の強

化等について課題を洗い出し、官民のそれぞれの主体が取り組むべき具体策を検討するた

め、昨年 9 月に、『「楽しい国 日本」の実現に向けた観光資源活性化に関する検討会議』

（以下、「検討会議」という。）を設置し、本年 3 月に提言の取りまとめを行いました。 

 本事業は、本提言内容を踏まえるとともに、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28

年 3 月 30 日明日の日本を支える観光ビジョン構想会議決定）に掲げられた、2020 年の訪

日外国人旅行者数 4,000 万人、訪日外国人旅行消費額 8 兆円等の実現に向けて、旅行動

態の変化や旅行者のニーズの多様化等を踏まえ、訪日観光における新たな観光コンテンツ

の拡充と支援のため、訪日外国人旅行者の潜在的なニーズを把握し、各国・各層のニーズ

に対応した、消費機会の拡大が期待できる新たな観光コンテンツを開拓・育成することを目

的としています。 

 本モデル事業は、上記の目的を具現化するための取組として、訪日外国人旅行消費額の

増加や訪日外国人の地方誘客に向けたモデル事業を実施し、事業成果を検証の上、ビジネ

スモデルとして全国への展開を図るものです。 

 このため、モデルの確立に向けたアイデアとともに、地域の関係者と連携してその実証を行

う場の提供に協力いただける事業実施者を募集します。 

 

※最先端観光コンテンツ インキュベーター事業は、国際観光旅客税充当事業であるた

め、地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験・滞

在の満足度の向上に資するモデル事業であることが望ましい。 

 

2. 概要 

 本モデル事業については、明確な目標設定、取組の役割分担と着実な実施、実施成果の

把握と評価、改善点の抽出と対応等を行い、今後の訪日外国人の体験観光消費拡大に向

けたビジネスモデルの検討までを実施し、全国の地方公共団体、観光関連団体、DMO、民

間事業者等の参考となるよう取り組む必要があります。 

 また、本モデル事業は、観光庁の調査事業を請け負う有限責任監査法人トーマツ（以下、

「事務局」という。）が、公募事務や実施工程の管理補助・執行管理等を行います。なお、本モ

デル事業は、補助金、交付金の類ではなく、観光庁における調査事業の一環として行うもの

であり、当該取組に要する経費を負担するものです。 
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Ⅱ．募集内容 

1. 応募主体 

 モデル事業実施者は、次の(1)、及び(2)の要件を全て満たすものとします。 

(1) 原則として、本モデル事業の趣旨に合致した取組が可能な地方公共団体及び民間事業

者等が連携する組織や団体、協議会等（DMO が含まれることが望ましい）であること。

単独の主体（地方公共団体、民間事業者等）が応募する場合であっても、他の主体との

連携体制が明確であること。なお、申請にあたっては、代表となる主体を定めるものとし、

当該代表となる主体は、複数の応募を行うことは認めない。 

 

(2) 体制の構成主体に、次に掲げる団体が含まれていないこと 

暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体 

 

2. 取組対象となる活動 

 本モデル事業では、下記の項目(1)～(3)に記載するいずれかのモデル事業を実施した上

で、項目(4)(5)の整理に取り組むものとします。なお、項目(1)～(3)に記載するモデル事業実

施後には、実施したモデル事業の評価・検証を行い、事業実施成果の把握や評価、改善点

の抽出及び対応策の検討等を行うものとします。 

(1) 最先端 ICT を活用した観光 

事業概要 

VR･AR 等の最新技術を活用して、訪日前から帰国後に至る各段階（旅前・旅中・旅後）

において満足度を高める観光コンテンツの育成に関する以下の①～③の分野におけるモ

デル事業を実施する。 

① 欧米等で開催される海外旅行博等の場を活用して訪日前の外国人旅行者のニ

ーズ把握を行うモデル事業（旅前） 

② 訪日外国人旅行者の地方誘客に向けたモデル事業（旅前・旅中） 

③ 帰国後に更なる訪日意欲を喚起させるための手法に関するモデル事業（旅後） 

 

なお、モデル事業の計画作成に当たっては、以下の点を踏まえた内容とすること。 

・ 過去から現在に至る地域固有の文化、自然等の観光資源を活用したコンテンツ

造成（旅前・旅中・旅後） 

・ VR･AR 等の最新技術を活用した観光ビジネスモデル確立 

また、必要に応じて、以下のガイドラインを参考とすること。 

・ 文化庁 

「文化財の観光活用に向けた VR 等の制作運用ガイドライン（平成 29 年度）」 

http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/vr_kankokatsu

yo/index.html 
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・ 特定非営利活動法人映像産業振興機構 

「VR 等のコンテンツ制作技術活用ガイドライン 2018」 

https://www.vipo.or.jp/news/15212/ 

 

事業件数、規模等 

本分野におけるモデル事業は計 4 件程度行い、事業規模については、1 事業あたりの

上限は 15 百万円（税込）程度を想定している（提案の予算額の調整を行った上で採択す

る提案を決定する場合がある）。 

 

(2) 潜在的な観光資源 

観光資源としての潜在性を有するものの、訪日外国人旅行者への体験型観光コンテン

ツのサービス提供の充実を図るため、以下の①、②の分野においてモデル事業を実施す

る。 

① 地域固有の自然を活用した体験型観光サービスの提供と充実を図るためのモ

デル事業 

事業概要 

  スノーリゾートやビーチリゾートなど、ピーク時期が明確に存在する観光地の

オフシーズン期における自然体験型観光コンテンツ等の造成手法の検討に係る

モデル事業を行う。 

なお、モデル事業の計画作成に当たっては、以下の点を踏まえた内容とする

こと。 

・ 自然体験型観光コンテンツの造成（対象地域への継続的な集客が可能な

コンテンツ） 

・ 販売手法やプロモーション方法 

・ サービス提供の仕組み 

・ 外国人対応可能なガイドの充実 

 

事業件数、規模等 

 本分野におけるモデル事業は計 3 件程度行い、事業規模については、1 事業あ

たりの上限は 15 百万円（税込）程度を想定している（提案の予算額の調整を行っ

た上で採択する提案を決定する場合がある）。 

 

② 付加価値の高い美容サービスの提供に関するモデル事業 

事業概要 

 訪日外国人旅行者が美容体験を行いやすい環境作りを目指すためには、訪日

外国人旅行者を対象とした安定的な集客を目指したビジネスモデルの改善とと
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もに旅前・旅中における情報発信・多言語対応を強化する必要がある。そこで、

訪日外国人旅行者の地方誘客に向けた美容体験コンテンツ造成に関するモデ

ル事業を行う。 

 なお、モデル事業の計画作成に当たっては、以下のいずれかを踏まえた内容と

すること。 

・ 地域の観光資源等と美容体験を組み合わせたコンテンツ造成 

・ 地域への横展開を念頭にした都市部での美容体験に関するコンテンツ造成 

 

事業件数、規模等 

 本分野におけるモデル事業は計 2 件程度行い、事業規模については、1 事業あ

たりの上限は 15 百万円（税込）程度を想定している（提案の予算額の調整を行っ

た上で採択する提案を決定する場合がある）。 

 

(3) 夜間の観光資源 

事業概要 

日本滞在中のナイトライフの満足度向上と夜間帯の消費額増加を目指すためには、魅

力ある夜間の観光コンテンツの拡充、国内外への情報発信とともに安心安全な環境作り

を推進する必要がある。そこで、地方誘客に繋がるナイトライフの充実に有効な観光コンテ

ンツの造成手法の検討に関するモデル事業を行う。 

 

事業件数、規模等 

本分野におけるモデル事業は計 3 件程度行い、事業規模については、事業規模につい

ては、1 事業あたりの上限は 15 百万円（税込）程度を想定している（提案の予算額の調整

を行った上で採択する提案を決定する場合がある）。 

 

(4) 観光活用に向けたガイドライン等の作成 

モデル事業を行った観光コンテンツについて、評価・検証の結果得られた、事業実施成

果、改善点の抽出及び対応策等を踏まえ、観光活用に向けたガイドラインを策定し、地方

公共団体・関係団体、民間事業者等へ展開を行う予定である。モデル事業実施者は自ら

該当する部分の資料作成を行うものとする。なお、内容や分量に関しては観光庁及び事

務局と協議の上で定めるものとする。 

 

(5) 事業報告書の作成 

本モデル事業に関する報告書を作成する。本報告書では、事業の実施内容のほか、事

業成果の検証結果や、当該モデル事業の他地域への展開等を見据えたビジネスモデル

検討結果等を取りまとめることとする。なお、内容や分量に関しては事務局と協議の上で
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定めるものとする。 

 

3. 対象経費 

(1) モデル事業において対象とする経費 

モデル事業において対象とする経費については、以下のとおりとします。このうち、上記

1.（応募主体）及び 2.（取組対象となる活動）の要件を満たす事業活動を実施するために

必要な経費であって、適切かつ効率的に計上されているものが対象となります。 

 

① モデル事業の実施に関する取組 

（モデル事業実施の企画開発、モニターツアーの催行、本事業で造成した商品、サ

ービスのアンケート調査や PR 等に要する経費） 

② 情報発信 

（モデル事業の魅力発信に向けた企画・開発・広報等に要する経費） 

③ モデル事業実施成果の検証 

（モデル事業実施成果の検証、対応策の検討等に要する経費） 

④ 観光活用に向けたガイドライン等の作成及び事業報告書の作成 

⑤ その他観光庁が必要と認める取組 

 

(2) 再委託に関する事項 

本モデル事業の一部を応募主体以外の者に委託する場合には、事前に観光庁に可

否を確認する必要があります。（活動の主たる部分の委任はできません） 

 

(3) 対象経費の精査に関する事項 

採択にあたり、対象経費の精査を行い、観光庁にて下記補足事項に該当する経費等

が含まれていると判断した場合には、対象経費から控除します。 

 

【補足事項】 

以下のような経費は対象としません。 

① 国、都道府県、市町村等により別途、同一活動の経費に対して補助金、委託費等

が支給されている活動に関する経費 

② 恒久的な施設の設置、大規模な改修に係る費用、耐久消費財や用地取得等、本事

業の範囲に含まれ得ない経費 

③ 営利のみを目的とした活動 

④ コミュニティファンド等への初期投資（シードマネー）、出資金 

⑤ 応募主体における経常的な経費（運営にかかる人件費及び旅費、事務所等に係る

家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費及び通信料等） 
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⑥ 親睦会に係る経費 

⑦ 振込手数料 

⑧ 国の支出基準を上回る謝金費用 

⑨ その他本モデル事業と無関係と思われる経費 

 

4. 実施期間 

原則平成 31 年 1 月 31 日（木）までの取組を対象とします。 
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Ⅲ．モデル事業者の選定 

1. 応募主体 

(1) 選定方法・選定数 

モデル事業実施者の選定にあたっては有識者等の意見を踏まえ、以下に示す「選定

基準」に従って、応募期限までに応募があったものの中から、観光庁において合計 12

件程度を選定する予定です。 

 

(2) 選定基準 

選定に当たっては、以下の観点から審査を実施します。 

① 形式審査 

・ 応募主体が、Ⅱ．募集内容の 1.(1)に掲げる要件を満たしていること。 

・ 応募活動が、Ⅱ．募集内容の 1.(2)に掲げる要件を満たしていること。 

② 内容審査 

応募内容に対し、下記の各項目について審査します。 

 

1) 有効性 

・ 取組内容が観光資源等の付加価値や魅力向上、体験観光消費の機

会の創出、拡大に繋がる内容であること。 

・ モデル事業のターゲットが明確になっており、プロモーション効果が

期待できる内容であること。 

2) 斬新性 
・ ユニークで独自性が高く新しい発想が取り入れられた活動であるこ

と。 

3) 継続性 

・ 取組内容が地域への継続的な集客及び事業化に向けて発展性が見

込めること。 

・ 関係する他取組と連携等により相乗効果、波及効果を見込めるこ

と。 

4) 適合性 

・ 取組内容が本事業の趣旨に適合していること。 

・ 事業の実施成果が全国的に横展開可能なモデル性を有しているこ

と。 

5) 実現性 

・ 事業実施地域が明確になっていること。 

・ 取組が事業実施期間内に実行可能であること。 

・ 支援額の使途が明確になっていること。 

・ 観光資源等の魅力向上、集客効果の測定に係る KPI が設定されて

おり、その検証内容、検証方法、検証データが具体的であること。 

6) 即応性 
・ 応募主体と構成員が一体として取り組む合意がなされていること。 

・ 応募主体における構成員の役割分担が明確であること。 
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(3) ヒアリングの実施 

選定にあたり、応募内容についてヒアリングを実施する場合があります。また、必要に

応じ、追加資料提出等の対応を求める場合があります。 

 

(4) 選定結果の公表 

選定結果については、観光庁又は事務局から、選定者に対して選定通知を通知する

とともに、観光庁ホームページにて選定団体名、事業内容等について公表します。 

 

2. 応募方法 

応募の際は、以下の宛先まで電子メールによりご提出下さい。 

【宛先】 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル 

      有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部 パブリックセクター 

      モデル事業事務局 （担当：吉本・日下） 

       連絡先：TEL：070-4547-6768（吉本直通）、080-8860-5876（日下直通） 

E-mail: tourism.incubator_modelbusiness@tohmatsu.co.jp 

【応募する際の留意点】 

E-mail 宛の件名は、「（代表となる企業・団体名）応募：最先端観光コンテンツ インキュベー

ター事業におけるモデル事業」とすること。なお、電子メールで資料を配信した際は、各申請

者がモデル事業事務局に対して電話で受領確認を行うものとして下さい。 

【応募期限】 平成 30 年 7 月 27 日（金曜日）17：00 必着 

※当該期限までに事務局がメールを受信したものを有効として取り扱います。 

【提出内容】 下記の各書式を PDF 形式にて作成すること。 

・ 様式 1：応募申請書 

・ 様式 2：応募団体概要書 

・ 様式 3：モデル事業の計画 

・ 様式 4：内容審査評価表 

・ 様式 5：必要経費の内訳 

   【その他、注意事項】 

・ 各様式は日本工業規格 A 列 4 版（A4）、また日本語で作成してください。 

・ 様式 1 の作成は原則「Microsoft Word」で作成し、様式 2～5 は PDF で読み込み可能

なファイル形式で作成した上で、様式 1～5 までの内容を纏めて一つの PDF 形式の電

子ファイルにしてください。 

・ 提出された応募申請書は原則として返却いたしません。 

・ 締切り時間間際の応募申請は極力控えてください。 
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3. 公募手続きに関する質問 

【質問受付期間】平成 30 年 7 月 2 日（月）～平成 30 年 7 月 9 日（月）17：00（必着） 

【質問方法】  

質問票を用いて、上記 1．応募方法の宛先に記載した E-Mail 宛 に問合せを行うものとし、 

その際の件名は「（代表となる企業・団体名）質問：最先端観光コンテンツ インキュベーター 

事業におけるモデル事業」とすること。 

（別紙 1.質問票の電子ファイルを E-mail に添付すること） 
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Ⅳ．留意点 

1. モデル事業内容が宗教活動や政治活動を目的としないこと。 

 

2. モデル事業の選定を受けた組織や団体、協議会等は、選定通知を受けた後、モデル事業の

内容を変更する場合、又はモデル事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、事前に観光

庁の承認を得なければならないこととします。 

 

3. モデル事業の選定前に着手した取組については経費の対象外となりますので、ご注意くださ

い。そのため、応募に要する経費等は、選定前に発生する経費であり、対象とはなりません。 

 

4. モデル事業実施者は本事業完了後 1 週間以内に、Ⅲ．2.の応募方法に記載している宛先ま

で下記の書類を提出していただきます。 

・ 様式 6:完了報告書 

・ 様式 7:精算報告書 

・ 様式 8:経費内訳報告書 

・ 様式 9:事業実施報告書 

 

5. 応募申請時においては定量的な成果目標を示していただき、その達成状況及び上記 4.にお

ける報告書の内容によっては、一部又は全部の経費を支払わない場合があります。 

 

6. モデル事業実施者は、本事業に係る経理について、他の経理と明確に区別し、その収支の

事実を明確にした証拠書類（契約書、支払い領収書等）を整理し、事業終了後 1 年間保存し

なければなりません。また、精算の際には証拠書類の写しを提出していただきます。 

 

7. 選定を受けたモデル事業実施者は、経費の執行に係る全ての責任を負うことになり、事業経

費の適正な処理や採択されたモデル事業を遂行する等の義務が生じます。また取組にかか

る経費は上記 6.によって額が確定したのち精算払いとなります。 

 

8. モデル事業実施者は、「最先端観光コンテンツ インキュベーター事業」において実施予定の

成果報告会（平成 31 年 2 月下旬頃の開催を予定）において、成果を報告していただく可能

性があります。その際、成果報告会開催に係る旅費等諸経費については、モデル事業実施

者にて負担いただきます。事業完了後には、各地域における体験観光消費の拡大に向けた

取組の参考となるよう国等により当該事業の成果を公表することを予定しており、各モデル

事業実施者においても当該事業の成果を対外的に情報発信していただくことを予定しており

ます。なお、上記 4.において提出いただいた報告書を国において公開することがあります。ま

た、必要があると判断された場合、事業後に当該事業に関係する報告を求めることや、関係
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者の事情聴取、事業成果の発表をしていただく場合があります。 

 

9. モデル事業実施者は、事務局から実施工程の管理補助・執行管理を受けていただきます。 

 

10. モデル事業の成果物の帰属事項については、以下のとおりとします。 

①成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権（以下「著作

権等」という。）は観光庁に帰属するものとする。 

②成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等（以下「既存著作物」とい

う。）の著作権等は、個々の著作者等に帰属するものとする。 

③納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使

用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。 

 

11. モデル事業を実施するにあたり知り得た情報の取扱いについては、以下の指示に従う他、 

個人情報保護法及び「国土交通省所管分野における個人情報に関するガイドライン」等 

により、適切に対応することとします。 

①提供された情報、本調査実施において知り得た情報については、契約期間中及び契約終

了後についても、その秘密を保持し、本調査以外に使用しない。 

②提供された情報、本調査実施において知り得た情報については、1 年間の瑕疵担保期間

の終了後に全て消去する。 

③提供された情報、本調査実施において知り得た情報については、日々厳重の管理体制の

もと管理する。 
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様式 1 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 

応募申請書 

 

平成  年  月  日 

 

有限責任監査法人トーマツ 

 包括代表 國井 泰成 宛 

 

      （代表となる応募団体住所） 

      （応募団体名） 

      （代表者氏名） 

 

 ※応募団体が設立見込みである場合は、事務局となる予定の既存の団体名、代表者名で応募してください 

 

   （事業名）                                                        

 

上記の事業について、下記の資料を添えて、応募申請致します。 

・ 様式 2：応募団体概要書 

・ 様式 3：モデル事業の計画 

・ 様式 4：内容審査評価表 

・ 様式 5：必要経費の内訳 

      （担当部署） 

      （役  職） 

      （担当者氏名） 

      （電話番号） 

      （E-mail） 

 

※上記資料は全て提出してください 
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様式 2 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 

＜応募団体概要書＞ 

 

項目 記入欄 

（ふりがな） 

応募団体名 

 

（ふりがな） 

事務局所在地 

 

設立年月日 

（設立予定） 

 

代表者 

（所属、役職、

氏名） 

 

各構成主体 

構成主体 代表者 

（所属、役職、氏名） 

担当者 

（所属、役職、氏名） 

（代表）   

   

   

   

   

規約等 

  有   ・   作成中   （どちらかに○を付けてください） 

※応募申請書に添付してください（作成中含む） 

【目的】 

【事業内容】 

【活動エリア】 

【事務処理及び会計処理の方法】 

経理担当 

予定者 

※経理担当予定者（主担当、副担当）の所属、役職、氏名、支援金業務や受託業務

の経理の実績や年数などについて記載してください。 

※枚数制限はありませんが、簡潔かつ具体的に記載してください。 
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様式 3 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 

＜モデル事業の計画＞ 

 

項目 記入欄 

応募申請する 

モデル事業 

取組対象となる活動 公募するモデル事業の分野 
申請個所にひとつ 

〇をつけてください 

(1)最先端 ICT を

活用した観光 

欧米等で開催される海外旅行博等の場を活用して

訪日前の外国人旅行者のニーズ調査を行うモデル

事業（旅前） 

（例：〇） 

訪日外国人旅行者の地方誘客に向けたモデル事

業（旅前や旅中） 
 

帰国後に更なる訪日意欲を喚起させるための手法

に関するモデル事業（旅後） 
 

(2)潜在的な 

観光資源 

地域固有の自然を活用した体験型観光サービスの

提供と充実を図るためのモデル事業 
 

付加価値の高い美容サービスの提供に関するモ

デル事業 
 

(3)夜間の 

観光資源 

地方誘客に繋がるナイトライフの充実に有効な観

光コンテンツの造成手法の検討に関するモデル

事業 

 

モデル事業

の内容等 

【事業名】（例：スマートグラス等を活用した観光体験コンテンツの提供（旅中）） 

※事業名は、応募申請する分野に即した名称を応募団体毎に記述をお願いします。 

【モデル事業の内容】 

【当該モデル事業の実施方針】 

事業フロー 【フロー図】 

実施体制 

【実施体制図】 

【実施体制及び構成主体間の連携の考え方】 

※各構成主体がどのような活動をするのか具体的に記載してください 

【構成主体間の調整状況】 

スケジュール ※業務着手から業務完了までの工程計画を記載してください。 

事業効果の

測定 KPI 

【モデル事業の効果評価指標（KPI）の設定、並びに検証目的と検証内容】 

※消費効果の測定は必須項目とします 

※枚数制限はありませんが、簡潔かつ具体的に記載してください 
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様式 4 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 

＜内容審査評価表＞ 

 

項目 記入欄 

1.有効性 

（本モデル事業において取組内容が観光資源等の付加価値や魅力向上、体験観

光消費の拡大に有効であることや本モデル事業のターゲットについて記載してく

ださい。） 

 

 

2.斬新性 

（本モデル事業において取り組む内容が、独自性や新たな発想を取り入れた活動

であることを記載してください。） 

 

 

3.継続性 

（本モデル事業終了後の展望や平成 31 年度以降に展開する予定の取組内容、

関係する他の取組との連携等による相乗効果・波及効果を記載してください。） 

 

 

4.適合性 

（本モデル事業において取り組む内容の事業趣旨との整合性やモデル性につい

て記載してください。） 

 

 

5.実現性 

（本モデル事業の実施地域、事業の履行確実性、支援額の使途の明確化、検証

の具体性（検証方法や検証データ）をポイントに記載してください。） 

 

 

6.即応性 

（応募主体における構成員同士の協力体制や役割分担について記載してくださ

い。） 

 

 

 

※枚数制限はありませんが、簡潔かつ具体的に記載してください。 
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様式 5 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 
＜必要経費の内訳＞ 

応募団体名  

事業名  

必要経費合計（８％税込）  

必要経費の内訳 

項目 単位 数量 単価 項目合計（税込）（円） 備考 

① 謝金     
・貴団体の謝金規定等に基づいて計上して下さい。 

・それぞれが何を担当するのかを備考欄に記載して下さい。 

② 旅費     ・当該事業で発生する交通費を計上して下さい。 

③ 通信運搬費     ・郵送代、電話料通信費等について計上して下さい。 

④ 広報費     ・広告代、web ページ作成費用等を計上して下さい。 

⑤ 借料・損料・使用料     ・物品等の使用料又は賃借料について計上して下さい。 

⑥ 外注費     ・事業の一部を外部に委託する場合に要する経費を計上して下さい。 

⑦ 賃金     ・当該事業に必要な臨時職員等の賃金を計上して下さい。 

⑧ 消耗品費     ・事務用品費及び消耗器材費について計上して下さい。 

⑨ 雑役務費     ・送料等雑役に要する経費について計上して下さい。 

⑩ 印刷製本費     ・冊子を製本するのに要する経費について計上して下さい。 

⑪ その他必要な経費      

合  計      

※本資料は、選定に際しての目安とさせていただくためのものであり、負担する金額を決定するものではありません。また、成果目標に対する達成状況及び 

  報告書の内容によっては、一部又は全部の経費を支払わない場合があります。 



17 
 

別紙 1 

 

最先端観光コンテンツ インキュベーター事業におけるモデル事業 
＜質問票形式例＞ 

 

番号 該当項目 質問内容 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

   

※一項目ずつ簡潔に記載し、必要に応じて行追加をしてください。 

※本形式例を参考にしながら、質問票は「Microsoft Excel」で電子ファイルを作成して提出してください。 

 


