助成事業用
平成 29 年度 戦略的課題解決型観光商品等支援事業
助成事業公募要項

注 ： 「 観 光 メ ニ ュ ー 開 発 」 「 Ｍ Ｉ Ｃ Ｅ メ ニ ュ ー 開 発 」 共 通
１．趣旨
観光産業は沖縄県のリーディング産業に位置づけられており、円安の継続に伴う国内及び訪日旅
行の需要増、国際的な観光地にふさわしいインフラ整備による海外航空路線の拡充・クルーズ船の寄
港回数増による外国人観光客の大幅増に加え、沖縄の観光資源のポテンシャルを生かした観光商品
の開発、官民挙げての継続したプロモーション活動など様々な取り組みが国の経済施策等と連動し、
積極的に展開されたことにより、入域観光客数は、国内客・外国客ともに過去最高を更新している。
一方、月別の入域観光客数をみるとピーク期とボトム期の差が依然とあるため、年間を通じた平準化
に向けたボトム期における観光客の増大、イベント閑散時期の誘客対策、地域の新たな着地型観光商
品等の開発、離島観光の発展に向けた取り組み等が必要となる。
また、外国人観光客の受入体制の確保や、国内外の各地域でＭＩＣＥ誘致競争が年々拡大している
中での海外市場における認知度の向上や世界遺産など文化資源等を活用した沖縄ならではの体験
等も含めた沖縄開催の魅力の創造とその発信も重要である。
さらに、観光プログラムの開発が各地で行われ、個々で製造・販売していることから旅行者の滞在期
間中で必要な数・量が足りず商品造成の限界などもあることから、各地の魅力ある観光資源を「面」で
捉えた広域観光ルートの推進を図る必要がある。
本事業では、民間企業等の自主的な取り組みを促進するため、公募により選定した沖縄観光の課
題解決を図る戦略的観光商品等のプロジェクトに対し、実施支援委員会を設置し、集中的に支援す
る。
２．応募参加資格
（１） 観光メニュー開発
観光関連事業やエンターテイメント事業等に取り組む、民間事業者、地域観光協会、NPO 法人等で、
実施支援委員会及びその運営業務等委託業者が行う事務処理支援や商品化、誘客プロモーション、自
走化に向けた助言指導及び助成金の執行に関する指導・監査等を受けるものとする。

本事業において、スポーツに関連する事業については対象外とします。スポーツ関連の事業を企画
されている事業者につきましては、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課において実施しておりま
す、スポーツ・ツーリズム戦略推進事業にてご提案ください。
※ 複数の団体が、共同企業体を構成、あるいは、協議会や実行委員会等を設置して応募することも
できる。その場合、助成先となる代表幹事社を指定した協定書を作成し、各社の役割分担を明示す
ること。
※ 提出は、１社１提案とする。また、共同企業体を構成する場合にも、他に単独、あるいは他の共同
体として提出することはできない。
（２） ＭＩＣＥメニュー開発
沖縄への MICE 開催を促進するため、新たな MICE メニュー開発・発掘、受入体制整備等に取り組む
民間事業者、地域観光協会、NPO 法人等で、実施支援委員会及びその運営業務等委託業者が行う事
務処理支援や商品化、誘客プロモーション、自走化に向けた助言指導及び助成金の執行に関する指
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導・監査等を受けるものとする。
※ 上記団体等が応募する場合において、平成 29 年度に行う取組内容に地方公共団体の予算事業
を含む場合、または地方公共団体から支援を受けて行う取組を含む場合には、関係する地方公共
団体からの推薦を必ず得ることとする。
※ 複数の団体が、共同企業体を構成、あるいは、協議会や実行委員会等を設置して応募することも
できる。その場合、助成先となる代表幹事社を指定した協定書を作成し、各社の役割分担を明示す
ること。
※ 応募件数は、同一企業による複数の応募も可とする。
３．募集する事業
（１） 観光メニュー開発
ア 事業の重点テーマ
本事業でいう重点テーマは、沖縄観光の課題を分析し、その課題解決を図る事業とする。さらに、
地域に根づき、持続性及び発展性が見込まれ、自走化に向けた計画が明確な取り組みで、主に次の
分野をいう。
(ｱ) 観光客数の落ち込むボトム期の解消に係る観光集客力の高いイベントの取組
(ｲ) イベント閑散時期の観光資源として成長可能性の高いエンターテイメント
(ｳ) 魅力ある着地型観光商品の開発
(ｴ) 沖縄のプロモーション戦略に基づく重点市場（台湾、香港、韓国、中国）、戦略開拓市場（シンガ
ポール、タイ、マレーシア等）、新規市場（欧米豪等）に特化した観光商品の開発
(ｵ) 国内外で開催する商談会展示会等における効果的な誘客プロモーション
(ｶ) 広域連携型の観光商品の開発
(ｷ) (ｱ)～(ｶ)において、離島観光振興に資するメニュー
(ｸ) 下表の沖縄観光の課題（ボトム期）を解消する観光商品の開発

イ 公募事業内容
上記（１）の重点テーマに基づき、本事業で公募する事業内容はおよそ以下のようなものを考える。
(ｱ) 国内及びアジア等、国内外市場からの誘客力の高いイベントの開催
(ｲ) 映像・音楽・ファッション等を活用した観光エンターテイメントの創出事業
(ｳ) 入域観光客数の伸びが鈍化、落ち込んでいる県内各地域（離島含む）への誘客・送客事業
(ｴ) 県内２次交通（バス・観光タクシー）を活用した観光メニュー開発
(ｵ) 夕方、夜間のイベント
(ｶ) 外国人観光客の受入対策に資する事業
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(ｷ) 離島観光振興に資する着地型観光商品等の開発
(ｸ) 世界遺産など文化資源を活用した着地型観光商品等の開発
(ｹ) 広域観光ルートの観光商品等の開発
(ｹ) 上記の他、選考委員会の審査において支援することが妥当であると判断された事業
ウ 採択要件に係る留意事項
(ｱ) 県外・海外からの具体的な誘客の見込み
県外・海外からの誘客数については、目標値及び設定根拠を申請書類【様式（２）（３）】に明記
すること。
(ｲ) 助成終了後、地域に根づき、持続性及び発展性が見込まれ、自走化に向けた取組内容
助成終了後の持続性及び発展性の見込まれる理由については、申請書類【様式（２）（３）】に
明記すること。
(ｳ) アンケートの実施と報告
事業実施の際に参加者等に対しアンケートを必ず実施し、参加者の傾向が反映された分析結
果を提出すること。
（２） ＭＩＣＥメニュー開発
ア 事業の重点テーマ
本事業でいう重点テーマは、沖縄観光の課題を分析し、その課題解決を図る事業とする。さらに、
地域に根づき、持続性及び発展性が見込まれ、自走化に向け、販路開拓等までの計画が明確な
取り組み。
沖縄の特性を活かしたＭＩＣＥメニュー開発で、主に次の分野をいう。
(ｱ) ＭＩＣＥ受入体制の構築
(ｲ) アフターＭＩＣＥメニュー開発
(ｳ) ユニークベニュー開発
(ｴ) チームビルディングメニュー開発
(ｵ) 海外市場における認知度向上を図る事業
(ｶ) 世界遺産など文化資源を活用し、地域観光協会等と連携したインセンティブツアー等の開発
(ｷ) 広域連携による上記(ｱ)～(ｶ)の取り組み
(ｸ) 上記の他、選考委員会の審査において支援することが妥当であると判断された事業
イ 助成対象外事業
本事業では下記のような事業は公募対象とはしていない。
(ｱ) ＭＩＣＥそのものの開催を対象とした事業
(ｲ) ＭＩＣＥ専門人材の育成
(ｳ) 飲食品等製品開発を主とした事業
(ｴ) スポーツに関連した事業
※

スポーツ関連の企画・事業に関しては、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課において実
施している、スポーツツーリズム戦略推進事業にてご提案ください。

ウ 採択要件に係る留意事項
(ｱ) 県外・海外からの具体的な誘客の見込み
県外・海外からの誘客数については、目標値及び設定根拠を申請書類【様式（２）（３）】に明記
すること。
(ｲ) 助成終了後、地域に根づき、持続性及び発展性が見込まれ、自走化に向けた取組内容
助成終了後の持続性及び発展性の見込まれる理由については、申請書類【様式（２）（３）】に
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明記すること。
(ｳ) アンケートの実施と報告
事業実施の際に参加者等に対しアンケートを必ず実施し、参加者の傾向が反映された分析結
果を提出すること。

４．助成対象経費の範囲 【共通】
（１） 提案された事業の実施に際し、直接、必要とされるソフト面の経費（税別）とする。
人件費

職員人件費

謝金

委員謝金、専門家謝金、講師謝金

旅費

委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費

事業費

会議費、会場借料、会場設営費（イベント開催等時限的設営）、印刷製本費、資料
購入費、資料作成費、燃料費、通信運搬費、広告宣伝費、食糧費、消耗品費、雑
役務費、デザイン料、原稿料、通訳料、保険料、事務補助員賃金、アルバイト料、
委託費、設備賃貸及び保守料、ホームページ作成費、通信回線使用料、プロバイ
ダー契約及び使用料

※人件費は、総予算の 15％以内をメドとする。
※経費は人件費を除くすべて、領収書ベースとし、「一式」や「％」は認めない。
（２） 対象とならない経費の具体例
ア 施設整備や機材設備などのハード設備に係る費用。
イ 提案された事業内容のうち、既に国等により別途補助金、委託費等が支給されている費目、あるい
は支給が予定されている費目がある場合、その事業については対象外とする。
ウ 助成対象期間外に要した費用。（助成交付決定以前、または終了予定日以降に要した費用）
５．助成について 【共通】
（１） 助成額について
ア 助成額
総額 ２億円（全体）
助成率は１件あたり、総事業費（税別）の 3 分の 2 以内。上限 3,000 万円、下限 200 万円。
イ 過去に「戦略的課題解決型観光商品等支援事業」及び「エンターテイメント創出・観光メニュー開発
等支援事業」で採択された事業の支援は、最大３回までとし、助成額については、過去に採択された
直近の助成額の 2 分の 1 を上限とする。
但し、条件付採択等の理由により助成金が減額された事業の場合、この限りではない。
（２） 収入事業について
入場料や企業協賛により収入がある事業の場合、支援対象経費（総事業費）から収入額を控除した
金額内で助成することを基本とする。
（想定される収入費目） 入場料収入、参加料収入、広告料収入、協賛金収入、など。
※物品協賛は含まない
６．実施期間 【共通】
事業の実施期間は、事業採択決定日から、平成 30 年１月 31 日までの、事業者が設定する期間とし、精
算業務および事業報告を含めたすべての業務は、平成 30 年 2 月 28 日までに完了すること。
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７．実施体制 【共通】
（１） 提案された事業実施への取り組みは助成が確定した提案者自らが行なうこと。
（２） 助成が確定した提案者以外の者への再委託も一部可能とするが、その場合、運営業務等委託業
者から予め承認を得ること。
（３） 協議会、実行委員会による事業の場合、応募の際に提示した構成員の役割分担の範囲内に限り、
構成員に対し、再委託することができる。
８．応募手続 【共通】
（１） 公募開始告知、および公募要項と様式の配布
公募開始：平成 29 年 2 月 15 日（水）
告知方法：沖縄県ホームページに掲載。
要項等配布方法：ホームページからダウンロード
（２）公募説明会、事業成果展示会、申請相談会について
ア 公募説明会（※説明会への参加は応募条件ではない。）
日時：平成 29 年 2 月 17 日（金）10：00～11：00
会場：沖縄産業支援センター中ホール（那覇市小録 1831-1）
公募要項と様式はホームページからダウンロードしてご持参下さい。
イ 事業成果展示会
平成 27 年度及び平成.28 年度に採択された事業の成果物を展示します。また、過去の事業報告
書を閲覧することもできます。事業組立ての参考にして下さい。
日時：平成 29 年 2 月 20 日（月）～2 月 24 日（金）9：30～17：00
会場：沖縄観光課題解決プロジェクト事務局
（那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル アドスタッフ博報堂内）
ウ 申請に関する相談
申請に関する相談希望者は、電話かメールで事前に下記の事務局受付までご連絡下さい。
期間：平成 29 年 2 月 20 日（月）～2 月 24 日（金）9：30～17：00
受付：沖縄観光課題解決プロジェクト事務局
（那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル アドスタッフ博報堂内）
TEL : 098-862-4414

Mail : mail@kankosenryaku.jp

（３）応募申請書（様式１）の提出
提出期間：平成 29 年 2 月 15 日（水）～3 月 3 日（金）午後 5 時必着
提出書類：様式１（代表者印を押印のこと）
提出部数：１部
（４）事業計画書（企画書）の提出
提出期間：平成 29 年 3 月１日（水）～3 月 8 日（水）午後 5 時必着
提出書類：様式２～様式６
提出部数：８部
（５）本審査会（プレゼンテーション）
本審査会はプレゼンテーションを行う場合があります。後日別途お知らせします。
日時（予定）：平成 29 年 3 月 29 日（木）
会場（予定）：八汐荘（那覇市松尾 1-6-1）
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９． 提出書類等 【共通】
（すべてＡ４タテ）
指定した書式に準じること。事業計画書についても任意の書式は認めない（書式内に表や写真の挿入
は可）。ただし様式４「会社概要」、様式６「実績書」については、追加資料として印刷物の提出（１部）も可。
（１） 応募申請書【様式１】
（２） 事業計画書【様式２～６】
【様式２】事業計画概要書（サマリー） ※両面印刷。２ページ以内
【様式３ 別表１～５】事業計画・工程表・予算書、他 ※両面印刷。１５ページ以内
【様式４】会社概要（組織図、業務内容、資格等）
【様式５】事業執行体制
【様式６】実績書
※上記提出書類は、左長辺に２穴パンチで空け、（２）は各セットをクリップ留めにして提出すること。製
本したり、特別なファイルを用いたりしない。
10．審査結果の通知 【共通】
（審査会の日程は未定。結果は後日、ホームページで発表）
（１） 採択通知
審査会終了後、ＦＡＸで通知し、後日、採択決定通知書を送付する。また、後日、本事業のホームペ
ージでも公表する。
（２） 不採択通知
審査会終了後、ＦＡＸで通知し、後日、不採択通知書を送付する。（順次発送）
（３） 審査内容の公開
審査内容および決定の経緯や理由、また、審査員に関する情報については公開しない。
11．完了報告及び助成金の支払等 【共通】
（１） 完了報告の提出
事業終了後、速やかに運営業務等委託業者に下記の書類等を提出すること。（詳細は事業者説明会
で説明する）
ア 事業実施完了報告書（２部、電子媒体１部）
イ 制作物（保管不可能な制作物は写真納品）（２セット）
ウ 印刷報告書・委員会報告用概要報告（15 部、A４タテ、３ページ）
エ 収支を明らかにする明細書類、帳簿及び支払済み領収証等の必要書類一式
（２） 助成金の請求及び支払
沖縄県による完了検査合格後、助成金を請求すること。尚、概算払いも可能とするが、その詳しい方
法については、事業者説明会で説明する。
以上
【問い合わせ・書類提出先】
沖縄県文化観光スポーツ部 観光整備課 観光資源班（石川(清)、嘉数）
TEL／098-866-2077

FAX／098-866-2765

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2（沖縄県庁８階）
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