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令和２年度 観光振興事業費補助金 

城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業 

 

 

公募要領 

 

 

 

◼ 公募期間 

令和２年５月２６日（火）～令和２年６月３０日（火） 17：00（必着） 

 

◼ 問合せ先 

 〒100-8918 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：佐藤、渡邉（祐）、渡邉（彩）） 

連絡先： 

電話      03-5253-8925（直通） 

電子メール  hqt-castle_temple_20[★]mlit.go.jp 

         castle.temple.20[★]gmail.com  ※[★]を＠に変更しお送りください。 

※ 申請内容に関するお問合せは、なるべく電子メールをご利用ください。 

 

 

 

令和２年５月 
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Ⅰ．令和２年度 観光振興事業費補助金 城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業事業の概要 

1. 背景・目的 

 「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 2030年の訪日外国人旅行者数 6,000万人、訪日外国人旅行消費額 15

兆円等の実現に向け、観光庁では、古民家等のさらなる活用を図るほか、城泊や寺泊など、泊まっ

て楽しむ体験型宿泊コンテンツを開拓する取組を推進しております。 

 

「令和２年度 城泊・寺泊による歴史的資源の活用事業」（以下「本事業」という。）は、上記の取

組を推進するために、城や社寺を、日本ならではの文化が体験できる宿泊施設（城泊・寺泊）として

活用するための取組（宿泊施設の訪日外国人旅行者・富裕層向け滞在環境整備や体験コンテンツ

の造成・多言語化等）に対して支援を行うことで、特に地方部における訪日外国人旅行者の長期滞

在や旅行消費額の増加等を目指すことを目的としています。 

 

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内各地の観光関連産業が影響を受けていま

す。状況が収束した後、一日でも早く国内外から多くの観光客に国内各地を訪れていただけるよう、

この時期に、広く観光客を受け入れるための泊まって楽しむ体験型宿泊コンテンツの開拓を着実に

進めておくことが重要です。このような認識から、将来の反転攻勢のための基盤を整備するために

も、日本人旅行者による消費や宿泊を含め、国内外問わず需要を喚起する取組となることも期待し、

この時期に、本事業により支援を受けることを希望する事業者を募集いたします。 

 

2. 募集に当たっての留意点 

・本事業は、令和２年度単年度事業となりますが、補助対象事業が令和 3 年度以降も継続して行う

意向があることを前提といたします。 

・「城泊」「寺泊」とは、別添交付要綱第３条一・二のイ～ニのいずれかに該当するものをいいます。 

・本事業では、既に城泊・寺泊の取組を実施・運営中、もしくは具体的な計画がある事業者等に対し

て支援をいたします（詳しくは「Ⅱ．募集内容 2.補助対象事業」をご覧ください）。 

・本事業は、城泊・寺泊を訪日外国人旅行者向けに磨き上げるために、地域の関係者が連携して

行う滞在コンテンツの充実、魅力向上及び、訪日外国人旅行者の受入環境整備等の取組を一体

的に進める事業に係る経費の一部を支援します（詳しくは「Ⅱ．募集内容 2.補助対象事業」をご

覧ください）。 

・本事業では、実施要領に掲げられた事業評価（詳しくは実施要領「Ⅳ．事業評価について」をご参

照ください）に基づき、事業計画策定者及び補助対象事業者（以下、「事業実施者」という。）に対し

指導・助言等を行い、それを受けて事業の執行の改善を行っていただくことがあります。 

・本事業によって得られた成果や知見等について広く横展開を行うため、事業完了後に提出いただ

く資料等は、一般に公開する場合があります（詳しくは「Ⅳ．留意点 3.事業完了後について」をご覧

ください）。 
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Ⅱ．募集内容 

1. 共通事項 

1－1 . 補助対象事業者について 

補助対象事業者は、以下に掲げる者のうち、体制の構成主体に、暴力団又は暴力団員の統制の

下にある団体が含まれておらず、後述の「2．募集対象事業」に記載された事業を実施することがで

きる者といたします。 

   ・観光庁の日本版 DMO 登録制度において登録された者（以下「観光地域づくり法人（DMO）」という。） 

・民間事業者 

・地方公共団体、観光地域づくり法人（DMO）又は民間事業者を中心に構成される地域協議会 

※地方公共団体が応募する場合は、観光地域づくり法人（DMO）や民間事業者と連携して地域協

議会を組織した上で応募することといたします。また、観光地域づくり法人（DMO）や民間事業者

が単独で応募する場合であっても、他の主体（民間事業者が応募する場合は、観光地域づくり法

人（DMO）が含まれることが望ましい。）との連携体制が明確であることを求めます。なお、応募に

当たっては、代表となる主体を応募団体とし、当該代表となる主体が、複数の応募を行うことは認

めません。 

  

1－2 . 補助率について 

    各事業の補助対象経費について、定率補助により補助するものとします。（補助率：１／２） 

 

1－3 . 事業実施について 

    本事業において、補助対象事業者は、城や社寺を宿泊施設（城泊・寺泊）として活用し、訪日外国

人旅行者の長期滞在・観光消費額の増加につながる具体的な事業計画案を観光庁に提出してい

ただき、観光庁は提出された事業計画をもとに事前審査を行い、審査結果をふまえ、事業計画策定

者に対して補助金額等を内示いたします（選定の観点は後述）。事業計画の実施主体は交付申請

書を作成し、観光庁に提出することといたします。 

 

2. 補助対象事業 

訪日外国人旅行者に向けた城泊・寺泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成を目的とし、地域

における長期滞在や旅行消費額の増加等を目的とする以下のいずれかの事業を募集対象といた

します。 

 

2－1 . 城泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業 

  （１）補助事業内容 

既に城泊の取組を実施している、もしくは 具体的に計画をしている地域における城泊の訪日外

国人旅行者向け滞在コンテンツの充実、魅力向上及び訪日外国人旅行者の受入環境整備に要す  

る経費を一部補助する事業（以下「城泊事業」という。） 
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（２）補助額 

  個別事業毎に 750万円を上限とする。 

 

（３）補助対象経費 ※詳細は交付要綱（別表）及び実施要領（補助対象経費）参照 

訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備のために必要な事業に関する経費 

①客室における改修及び寝具・家具の賃借にかかる費用 

・訪日外国人旅行者が快適に滞在できる環境整備に関する経費 

②多言語対応タブレットの購入及び設定費 

・訪日外国人旅行者が宿泊施設を快適に滞在し、日本ならではの文化体験が楽しめる環境整備

を図るための経費 

③ホームページ等 ITを活用した情報提供・案内・予約システムの整備費及び多言語対応にかかる 

費用 

・訪日外国人旅行者が該当施設の情報収集、及びスムーズな予約が出来る導線の整備に関わ

る経費（ＷＥＢでの情報提供に伴う、情報発信メディアへのコンテンツ提供も含む） 

④施設内における多言語案内の制作及び設置費用 

・多言語での案内に関わる整備・改良（案内標識、掲示物、コンテンツ作成）に関する経費 

訪日外国人旅行者向けの体験型・滞在型コンテンツの充実及び魅力向上のために必要な事業に

関する経費 

⑤体験型・滞在型コンテンツの企画・造成・改善（多言語対応等）にかかる費用 

    ・訪日外国人旅行者に訴求し得る地域の観光資源の抽出に係る経費、地域の観光資源を活用し 

た体験型・滞在型コンテンツやプログラムの開発・改善に係る経費、関係事業者との検討会開催 

経費 

⑥旅行商品の企画開発・課題抽出やモニターツアーにかかる費用 

 ・外国人モニターによる、既存の観光資源や体験型・滞在型コンテンツのモニタリングに係る経費、  

モニタリングによる課題抽出・整理に係る経費、意見を踏まえたコンテンツの改善に係る経費 

 ※新型コロナウイルスの影響により、海外在住の外国人モニターの招聘が困難な場合を鑑みた 

代替措置も可能とする 

 ⑦滞在時の案内を行うコンシェルジュの養成に必要な経費 

・インバウンドへのスムーズなサービス提供を行うための、コンシェルジュ養成に必要な経費 

 

2－2 . 寺泊のインバウンド化・体験コンテンツ造成事業 

（１）補助事業内容 

既に日本人向けに運営がされている寺泊における訪日外国人旅行者向け滞在コンテンツの充

実、魅力向上及び訪日外国人旅行者の受入環境整備に要する経費を一部補助する事業（以下「寺

泊事業」という。） 

 

（２）補助額 
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 個別事業毎に 780万円を上限とする。 

 

（３）補助対象経費 ※詳細は交付要綱（別表）及び実施要領（補助対象経費）を参照 

訪日外国人旅行者の受け入れ環境整備のために必要な事業に関する経費 

①客室における改修及び寝具・家具の賃借にかかる費用 

・訪日外国人旅行者が快適に滞在できる環境整備に関する経費 

②多言語対応タブレットの購入及び設定費 

・訪日外国人旅行者が宿泊施設を快適に滞在し、日本ならではの文化体験が楽しめる環境整備

を図るための経費 

③ホームページ等 ITを活用した情報提供・案内・予約システムの整備費及び多言語対応にかかる 

費用 

・訪日外国人旅行者が該当施設の情報収集、及びスムーズな予約が出来る導線の整備に関わ

る経費（ＷＥＢでの情報提供に伴う、情報発信メディアへのコンテンツ提供も含む） 

④施設内における多言語案内の制作及び設置費用 

・多言語での案内に関わる整備・改良（案内標識、掲示物、コンテンツ作成）に関する経費 

訪日外国人旅行者向けの体験型・滞在型コンテンツの充実及び魅力向上のために必要な事業に

関する経費 

⑤体験型・滞在型コンテンツの企画・造成・改善（多言語対応等）にかかる費用 

    ・訪日外国人旅行者に訴求し得る地域の観光資源の抽出に係る経費、地域の観光資源を活用し 

た体験型・滞在型コンテンツやプログラムの開発・改善に係る経費、関係事業者との検討会開催 

経費 

⑥旅行商品の企画開発・課題抽出やモニターツアーにかかる費用 

 ・外国人モニターによる、既存の観光資源や体験型・滞在型コンテンツのモニタリングに係る経費、  

モニタリングによる課題抽出・整理に係る経費、意見を踏まえたコンテンツの改善に係る経費 

 ※新型コロナウイルスの影響により、海外在住の外国人モニターの招聘が困難な場合を鑑みた 

代替措置も可能とする 

 ⑦滞在時の案内を行うコンシェルジュの養成に必要な経費 

・インバウンドへのスムーズなサービス提供を行うための、コンシェルジュ養成に必要な経費 

 

2－3 .対象経費に関する補足 

   補助対象事業実施のために必要となる経費となりますが、以下の①～③の条件を全て満たすも  

  のを対象とします。 

 

①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 

②補助金交付決定以降の契約・発注により発生した経費 

③証拠書類・見積書等によって契約・支払い金額が確認できる経費 
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＜本事業の対象経費にならない例＞ 

完了実績報告書等の確認時に、支出内容に補助対象外経費が含まれていることが判明した場

合には、当該支出を除いて補助対象経費を算出していただきます。 

・国、都道府県、市区町村等により別途、同一活動の経費に対して補助金、委託費等の支給がな

されている活動に関する経費 

・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 

・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 

・応募主体における経常的な経費（事業実施者の人件費（ただし、本事業のために臨時で雇用す

る者（アルバイト）の賃金は除く）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） 

・親睦会に係る経費 

・振込手数料 

・国の支出基準を上回る謝金費用 

・既に提供されているコンテンツを活用して新たな事業を実施する場合における、既に提供されて

いるコンテンツそのものの実施費用 

・その他本事業と無関係と思われる経費 

・本事業の対象事業として補助金交付決定を受ける前の経費 

 

2－4 . 事業の募集に当たってのポイント 

○ 城泊事業については、既に取組みを実施しているもしくは具体的に計画している地域における  

城（天守閣、櫓及び城郭内の歴史的資源を含む）を、日本ならではの文化体験が出来る宿泊施 

設（城泊）として活用し、地域における訪日外国人旅行者の長期滞在や旅行消費額の増加等を 

図る観点から、一定エリア内において複数のコンテンツを活用する取組を応募の対象といたし 

ます。 

○ 寺泊事業については、既に日本人向けに運営がされている寺泊を、訪日外国人旅行者向けに 

磨き上げ、地域における訪日外国人旅行者の長期滞在や旅行消費額の増加等を図る観点か 

ら、一定エリア内において複数のコンテンツを活用する取組を応募の対象といたします。 

○ 補助対象経費①②③を一体的に行うことが望ましい観点から、事業の応募前に活用や体験コ  

  ンテンツの造成に伴う、管理者や周辺関係者との合意が出来ているか、又は合意に向けた事   

前調整を行うようにしてください。 

○ 開業準備中、実施計画中の場合は具体的な開業時期を申請書類に記載してください。また、当

該事業を実施した結果の効果測定に関しても具体的に明記してください。 

○ 訪日外国人旅行者が中・長期的に楽しむことが出来る滞在環境整備、体験コンテンツ造成を目

的としていることから、数日間のイベントやモニターツアーのみの実施、単なる広報素材のみの

作成など、訪日外国人の旅行消費額の増加や長期滞在への寄与度が低いと考えられるものに

ついては、採択いたしません。 
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○ 単体の事業者で応募する場合は、地域の面的な活用を推進する観点から、地域の関係寺社  

との連携や地域一体となった事業であることが具体的にわかるものを優先的に採択いたします。 

○ 造成する体験コンテンツについては、効果的な集客・プロモーション手法についても併せて明記

し、訪日外国人旅行者の集客に向けた、具体的な取組を記載してください。 

 

3. 本事業の実施に付随する業務 

事業実施者には、本事業の実施に付随し、以下の業務にも取り組んでいただくことにご留意くだ

さい。 

付随する業務についての詳細は、事業採択後に別途お知らせいたします。 

(1) 事業計画の作成 

本事業を実施するに当たり、事業計画を作成していただきます。（事業計画は、交付申請時に、

申請書類の一部として提出いただきます。） 

 

(2) 中間評価の実施 

    実施されている本事業に関する進捗状況を確認の上、必要に応じて（事業計画が未到達の場

合等）改善事項を盛り込んだ上で事業計画の中間評価を行い、四半期ごと（第４四半期を除く）事

業計画の中間評価を観光庁へ提出することとします。観光庁は、提出された中間評価を確認し、

適切な指導・助言等を行います。事業実施者は助言等を踏まえた事業の執行について改善を図

ることとします。（中間報告書類の様式は、事業実施者に対し別途指定いたします。） 

 

(3) 事業報告書の作成 

実施された本事業に関する報告書を作成していただきます。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、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いたします。なお、内容や分量に関しては観光庁と協議の上で定めま

す。（事業報告書類の様式は、事業実施者に対し別途指定いたします。） 

 

4. 事業の実施期間 

 原則として、観光庁が本事業を採択した後、本事業の実施に合意した時点から令和３年３月 19日

までの期間を、経費計上の期間といたします。 

ただし、事業完了後、令和３年度以降も事業の進捗について継続して調査をさせていただくこと

があります。 
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Ⅲ．事業者の選定 

1. 補助対象事業者 

(1) 選定方法・選定数 

補助対象事業者の選定に当たっては、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、観光庁において選定を行います。 

(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いたします。 

① 形式審査 

○ 応募主体が、「Ⅱ．募集内容」の「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「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、次の各項目について審査いたします。場合によっては評価が一定以

上の事業に対し、ヒアリング（遠隔によるものを含む。）を実施いたします。 

 

 ＜審査における評価ポイント＞ 

1) コンセプトの

有効性 

【審査項目】 

○ 地域の観光戦略が申請書類に明記されており、これに適合した

取組であること。 

○ 地域の観光資源の特色を踏まえた城泊・寺泊における活用方

法が示されていること。 

○ 本事業のゴール・KPI設定が明確であること。 

2) 誘客の蓋然性 

【審査項目】 

○ 本事業のターゲットとする訪日外国人旅行者像・日本人旅行者

像（ペルソナ）が明確に設定されていること。 

○ 本事業に係るマーケティング戦略、誘客・プロモーション計画が

具体的であり、有効性が認められること。 

3) 実行力 

【審査項目】 

○ 取組を進める上で必要となる行政機関等の許認可や地元等と

の調整が取れていること（又は取れる見込みであること。）。 

○ 事業実施主体に地域で面的に本事業を実行する能力があり、

そのための体制が整備されていること。 

4) 継続可能性 

【審査項目】 

○ 提案段階において、令和３年度以降の継続意思があること。 

○ 本事業を自ら継続させるための採算性の確保策が明確である

こと。 
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(3) 審査における加点ポイント 

補助対象事業の応募内容において以下の観点が含まれている場合は、加点要素といたし

ます。 

 

○ 観光地域づくり法人（DMO）が申請主体である、又は密接に補助対象事業の実施に関

与している。 

○ 補助対象事業と、それに関連する地域の取組との相乗効果が大きい。 

○ 地域が連携した城泊・寺泊の活用の推進体制が敷かれている。 

○ 外国語対応体制が確保されている、もしくは本事業により確保しようとしている。 

○ 富裕層をターゲットとした提案がなされている。（対象とする層が根拠と共に明確に示さ

れている） 

○ 地域における人材確保や育成の仕組みについて考慮されている。 

○ コンテンツ造成に当たり、ユニークべニュー等（文化財、重要伝統的建造物群保存地

区、農泊地域等）の活用などの観点が含まれている。 

○ 地域における交通アクセスに関する効果的な課題解決手法が提案されている。 

○ 本事業のプロモーションに際して、OTA（Online Travel Agency）の活用や SEO（Search 

Engine Optimization）対策、ハッシュタグマーケティング等について具体的な戦略があ

る。 

 

(4) ヒアリングの実施 

選定に当たり、応募内容についてヒアリング（遠隔によるものを含む。）を実施いたします。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。 

 

(5) 選定結果の公表 

選定結果については、観光庁から、選定者に対して通知するとともに、観光庁のウェブサイ

トにて選定団体名、事業内容等について公表いたします。 

 

(6) 応募・選定に関する備考 

新型コロナウイルス感染症の拡大により、国内各地の観光関連産業が影響を受けていること

を加味し、下記の通り対応することといたします。 

○ 申請書類一式は、全て観光庁ＨＰ上でダウンロードしていただくものといたします。 

○ 問合せについては、極力メールにてお願いいたします。 

○ 感染拡大防止の各種対応策に伴い、申請時点の事業計画にて現状実施することが困

難な内容はその旨を明記してください。（例：モニターツアーを外国から招聘出来ない可

能性がある等） 

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大の状況により、本事業についても計画変更等柔軟な

対応が生じる可能性がある旨、ご留意ください. 
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2. 応募方法 

 申請書類は、紙媒体５部の郵送、持参または電子メールのいずれかにより提出してください。 

【宛先】 〒100-8918 東京都千代田区霞ヶ関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：佐藤、渡邉（祐）、渡邉（彩） 

連絡先：電話      03-5253-8925（直通） 

電子メール  hqt-castle_temple_20[★]mlit.go.jp 

    castle_temple_20[★]gmail.com 

※上記の「★」記号を「＠」記号に置き換えてください。 

 

【応募する際の留意点】 

郵送で資料を送付した際は、各申請者が観光庁に対して電子メールで送付連絡を行うものとして

ください。 

【応募期限】 令和２年６月３０日（火曜日）17：00必着 

注： 当該期限までに観光庁が受領したものを有効として取り扱います。 

【提出内容】 次の各書式を PDF形式にて作成してください。 

○ 交付要綱様式第 1：交付申請書（別紙関係書類を含む。） 

【事業決定通知】令和２年 7月下旬頃を予定 ※応募状況により前後する可能性ございます。 

   【その他、注意事項】 

○ 紙媒体（郵送又は持込み）または電子メールのいずれかによる提出をもって、受領したこととい

たします。 

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

○ 交付要綱様式第１の作成は原則「Microsoft Word」で作成し、別紙関係書類は PDF で読み込

み可能なファイル形式で作成した上で、交付要綱様式第１および別紙関係書類の内容をまと

めて一つの PDF形式の電子ファイルにしてください。 

○ 郵送又は持込みにより提出された書類一式は、原則として返却いたしません。 

3. 公募手続きに関する質問 

【質問受付期間】 

令和２年５月２６日（火）～令和２年６月３０日（火） 12：00（必着） 

【質問方法】  

電子メールにてお問い合わせください。 

【宛先】 hqt-castle_temple_20[★]mlit.go.jp 

castle_temple_20[★]gmail.com 

※上記の「★」記号を「＠」記号に置き換えてください。 
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Ⅳ．留意点 

1. 申請内容等について 

(1) 本事業の内容が宗教活動や政治活動を目的としないこと。 

(2) 本事業の内容に、具体的な実現見込みのない取組を記載しないこと。 

(3) 本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、本事業の内容を変

更する場合、又は本事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、交付要綱様式第７（補助対

象事業中止（廃止）承認申請書）を提出いただき、事前に観光庁の承認を得なければならない

ことといたします。（詳細は交付要綱第１２条をご参照ください）。 

(4) 申請書類に虚偽の記載を行った場合は、本申請を無効といたします。 

 

2. 事業期間中について 

(1) 補助対象事業者は、補助対象事業の遂行状況について、各四半期（第４四半期は除く。）が終

了する月の翌月末日までに「Ⅲ．2.」の応募方法に記載している宛先まで次の書類を提出して

いただきます（詳細は交付要綱第１３条をご参照ください）。 

○ 交付要綱様式第８（補助対象事業遂行状況報告書） 

※このうち第２四半期分の提出にあたっては、後述の中間評価を行った結果を踏まえた内容と

し、当該年度の１０月末日までに提出することとします｡ 

※補助対象事業年度内に事業が完了しない場合や、観光庁から求めがあった場合は、速や

かに様式の提出や報告を行うものとします。 

(2) 実施要領に規定された事業評価に基づき、実施されている本事業に関する進捗状況を確認の

上、必要に応じて（事業計画が未到達の場合等）改善事項を盛り込んだ上で事業計画の中間

評価を行い、四半期ごと（第４四半期を除く）に事業計画の中間評価を当該年度の９月末日を

目途に観光庁へ提出することとします。観光庁は、提出された中間評価を確認し、適切な指

導・助言等を行います。事業実施者は助言等を踏まえた事業の執行について改善を図ることと

します。（中間評価書類の様式は、事業実施者に対し別途指定いたします。） 

 

3. 事業完了後について 

(1) 補助対象事業者は、事業完了完了日から起算して一ヶ月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、「Ⅲ．2.」の応募方法に記載している宛先まで次の書類を提出し

ていただきます（詳細は交付要綱第１４条及び実施要領「Ⅳ．事業評価について」をご参照くだ

さい）。 

○ 交付要綱様式第９（補助対象事業完了実績報告書）および別紙関係書類 

○ 参考となる資料（経費内訳報告書、事業報告書等。書類の様式は、事業実施者に対し別

途指定いたします。） 

○ 事業計画の事後評価（事後評価書類の様式は、事業実施者に対し別途指定いたします。） 

※補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度４月３０日までに様
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式第１０（補助対象事業年度終了実績報告書）と、必要に応じて参考となる資料を添えて提

出してください。 

(2) 事業完了後には、各地域における訪日外国人旅行消費額の拡大に向けた取組の参考となる

よう、観光庁による指導・助言の内容や成果の公表を予定しております。なお、「3.(1)」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。 

(3) 令和３年度以降においても、観光庁が必要と判断した場合、本事業後に当該事業に関係する

報告を求めることや、関係者への事情聴取、事業成果の発表を求める場合があります。 

 

4. 事業経費・補助金の支払いについて 

(1) 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「3.(1)」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国が支払わない場合があります。 

(2) 経費計上の対象期間は、原則として、観光庁が本事業を採択した後、本事業の実施に合意し

た時点から令和３年３月１９日までの期間といたします（ただし、個別の事情に鑑み、この期間

外の取組についても対象とすると観光庁が判断した場合は、この限りではありません。）。この

ため、応募に要する経費等は、本事業の採択前に発生する経費であり、対象とはなりません。 

(3) 本事業の実施者は、当該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５年間保存しなけ

ればなりません。（詳細は交付要綱第１８条をご参照ください）。 

(4) 「3.(1)」にて提出いただいた内容を審査したのち、観光庁より額の確定通知書を通知します。

確定通知を受領した日から 1 週間以内に、交付要綱様式第１２（支払請求書）を提出してくださ

い。この場合、補助金の交付申請時に登録した口座にて請求してください。 

(5) 観光庁では、補助金支払い請求書を受領してから 1 か月程度で、補助金を交付します（国土

交通省大臣官房会計課長から指定口座に振り込み）。 

※補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税

等の課税対象になります。 

 

5. その他 

(1) 提出書類は、行政文書に当たるため、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成

11年法律第 42号）に基づき、開示請求があった場合は、開示対象となることがあります。 

(2) 提出書類の作成に係る費用は提出者の負担とします。 

(3) 補助対象事業者は、取得財産について、一定の期間（＊）を経過するまでの間、大臣の承認を

受けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはなりません。この一定の期間を経過す

るまでの間に所得財産の処分を行うとするときは、あらかじめ大臣の承認を受ける必要があり

ます（承認を受ける際は、交付要綱様式第１３を提出していただきます。）この場合、原則として、

残存価額に相当する額を返還することになります（詳細は交付要綱第２１条をご参照ください）。 

（＊）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「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加し
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た財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の

処分制限期間を定めた件」（平成２２年国土交通省告示第５０５号）で定めた期間 （いわゆる

法定耐用年数に相当する期間） 

(4) 本事業の実施状況確認のため、観光庁（又は観光庁の委託を受けた者）が実地検査を行う場

合があります。また、本事業終了後、会計検査院等による実地検査・監査が行われる場合が

あります。これらの検査等により、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規

定に違反した実態が明らかとなった場合、補助金の返還命令等の処分がなされる可能性があ

ります。この場合は、補助対象事業者はこれに従わなければなりません。 

(5) 本事業への応募に係る提出書類により観光庁が取得した個人情報については、以下の利用

目的以外に利用することはありません。（ただし、法令等により提供を求められた場合を除きま

す。） 

・本補助対象事業における補助対象事業者の審査・選考・事業管理のため（審査には、国（独

立行政法人を含む。）及び申請書記載の金融機関等に対し、当該機関の実施する補助金、

助成金の交付又は応募内容の異同の判断のため、情報提供する場合を含む。）。 

・認定後の事務連絡、資料送付、効果分析等のため。 

・応募情報を統計的に集計・分析し、応募者を識別・特定できない形態に加工した統計データ

を作成するため。 


