
令和２年度島根県観光総合支援事業補助金募集案内【第２期募集】 

 

１．趣旨 

この補助金は、民間主体の観光地づくりを促進し、県内外から観光客を誘致することで県内観光産

業の振興を図るため、新たな旅行商品の開発等に対して支援するものです。 

 

２．第１期募集（令和２年３月１７日～４月１７日募集分）からの主な変更点 

・イベント支援事業について、新型コロナウイルス感染症対策による観光客の減少を挽回するために実

施される取組みやイベントを対象として、補助率・上限額を引き上げ。 

 （第１期募集分：補助率1/2、上限額50万円 → 第２期募集分：補助率2/3、上限額100万円） 

 

３．募集事業の内容 

補助対象事業は、次の部門・事業ごとに募集し、審査・決定します。 

 

○新規事業部門 

過去に島根県観光総合支援事業補助金を受けたことがない、新たな事業を対象とします。 

（１）旅行商品の開発 

民間主体による新たな旅行商品の開発等の取組みで、次の事項を満たすもの。 

 

【一般事業】 

・地域ならではの資源を活かした取組みで、県外からの観光誘客や周遊に繋がるもので、今後、

旅行商品等としての成立、定着が見込めるもの 

・補助期間終了後の継続実施が見込めるもの 

・県・地元市町村と情報共有し連携して実施できるもの 

・２年目は、実績を踏まえて課題の検証と改善を行い、新たな要素を加えて実施するものに限る 

 

旅行商品の開発に申請される事業は、全て一般事業として取り扱います。 

なお、下記の事項に当てはまるものは、県審査会において重点事業に認定することがありま

す。（重点事業に認定する事業がある場合には別途申請者に連絡いたします） 

  

【重点事業】 

・美肌観光をテーマとした地域ならではの資源を活かした取組みもしくは市町村単位を超えた広

域の取組みで、県外からの観光誘客や周遊に繋がるもので、早期に旅行商品等としての成立・

定着が見込めるもの 

・事業による収入を見込んで実施するもの（原則、有償を前提） 

・県観光素材集「しまね旅の縁」に掲載し、旅行会社への提案が見込めるもの 

・配置する県担当者と綿密に連携し、協働で実施できるもの 

 

（２）イベント支援（新型コロナウイルス感染症対策分） ※今回新規募集 

新型コロナウイルス感染症対策による観光客の減少を挽回するために実施される取組みやイベント

で、次の事項を満たすもの 

・新規に開催するイベント又は感染拡大防止のため開催時期を延期して開催するイベントであるこ

と 

・県内外から多くの観光客の誘客が見込めること 

・県・地元市町村と情報共有し連携して実施すること 

・感染防止対策を実施していること 



 

○継続事業部門 

平成３１年度（Ｒ１年度）中に実施した島根県観光総合支援事業補助金事業の内、（1）旅行商品

の開発で補助金を受けている事業で、これまでの実績を踏まえ、問題点を改善して実施するものを申

請の対象とします。 

 

○補助対象とならない事業 

次のいずれかに該当する事業は、対象外とします。 

・ハード整備や備品整備を主とする事業 

・政治的又は宗教的活動と認められる事業 

・申請者自ら企画し実施する事業と認められない事業 

・県の他の補助事業の対象となっている事業 

 

４．事業の実施期間 

補助金交付決定日から令和３年３月３１日まで 

 

５．補助対象経費、補助金額 

事業を実施するために直接必要な経費を対象に、知事が必要かつ適当と認めるものについて、予算

の範囲内で交付します。 

（１）補助の対象となる経費及び補助金額 

別紙のとおりとします。 

 

（２）補助の対象とならない経費 

・団体の経常的な運営経費 

・従前からの事業の財源振替を目的とする経費 

・食糧費、その他補助することが適当でないと認められる経費 

 

６．応募資格 

事業対象者は事業ごとに別紙のとおりとします。 

なお、法人格を持たない民間団体とは、以下の要件を備えているものとします。 

・規約等を有していること 

・代表者が明らかであること 

・団体としての意思決定により補助に係る事業を実施することができ、確実な経理処理が行えるこ 

 と 

 

７．募集期間 

令和２年６月２５日（木）～令和２年７月１７日（金）※午後５時必着 

 

８．応募方法 

島根県観光総合支援事業補助金交付要綱に定める補助金交付申請書（様式第１号）及び添付書類

を、下記の提出先まで２部提出してください。 

ご提出いただいた書類の内、１部は県で補助金業務のために利用し、もう１部は主な事業の実施地

となる市町村の観光担当部署に提供します。 

また、申請書作成等について疑問な点がある場合も、下記の問い合わせ先までご相談ください。 



 

９．申請書類の提出先（問い合わせ先） 

〒690-8501 松江市殿町1番地 

島根県商工労働部観光振興課誘客推進グループ 

TEL 0852-22-6913  FAX 0852-22-5580 

 

１０．審査・採択・決定 

（１）事業提案の内容について、ヒアリングを実施する場合があります。 

（２）事業の採択は、審査会で決定します。 

（３）審査において、主な事業の実施地となる市町村から意見があった場合には、それを考慮して審

査を行います。 

（４）採択した事業については、実施方法や執行額などに条件を付す場合があります。 

（５）審査・採択基準は、概ね下記のとおりです。 

   ①共通項目 

・申請者自らが企画し実施する取り組みであり、県内への新たな観光客の誘致につながるもの 

であるか 

・現状分析を踏まえ、ターゲットを明確に見据えた事業内容であるか 

・次年度以降の継続した取り組みにつながるものであるか 

②旅行商品の開発事業 

・旅行商品等として成立し得るもので、事業による収入を見込むなど、採算を考えて実施する 

事業であるか 

（６）審査結果（採択・不採択）は、結果確定後速やかに通知します。 

   今回募集分については令和２年８月中旬頃までに通知を予定しています。 

 

１１．事業実施後の事業評価 

事業終了後には実績報告書（様式第６号）を提出していただきます。 

また、事業の実績や自己評価に関するヒアリング、意見交換等の検証作業を実施する場合がありま

すので、協力をお願いします。 

 

１２．情報公開 

採択した事業の内容については、その概要をホームページ等で広く公表する場合があります。 

また、提出いただいた交付申請書（様式第１号）、変更申請書（様式第３号または第４号）、実績

報告書（様式第６号）については、主な事業の実施地となる市町村と情報を共有します。 

 

１３．その他 

事業の実施にあたっては、県、市町村等関係機関と緊密に連携を取りながら実施していただきま

す。  



別紙（補助対象事業、事業者、補助対象経費及び補助金額） 

（１）旅行商品の開発 

対象事業 事業者 対象経費 補助率 限度額 

民間主体による新たな旅行商品

の開発等の取組みで、次の事項

を満たすもの。 

 

【重点事業】 

・美肌観光をテーマとした地域

ならではの資源を活かした取組

みもしくは市町村単位を超えた

広域の取組みで、県外からの観

光誘客や周遊に繋がるもので、

早期に旅行商品等としての成

立・定着が見込めるもの 

・事業による収入を見込んで実

施するもの（原則、有償を前

提） 

・県観光素材集「しまね旅の

縁」に掲載し、旅行会社への提

案が見込めるもの 

・補助期間終了後の継続実施が

見込めるもの 

・配置する県担当者と綿密に連

携し、協働で実施できるもの 

・２年目は、実績を踏まえて課

題の検証と改善を行い、新たな

要素を加えて実施するものに限

る 

 

【一般事業】 

・地域ならではの資源を活かし

た取組みで、県外からの観光誘

客や周遊に繋がるもので、今

後、旅行商品等としての成立、

定着が見込めるもの 

・補助期間終了後の継続実施が

見込めるもの 

・県・地元市町村と情報共有し

連携して実施できるもの 

・２年目は、実績を踏まえて課

題の検証と改善を行い、新たな

要素を加えて実施するものに限

る 

※新たな旅行商品の開発に繋が

らない観光素材造成事業は補

助の対象外 

①観光協会 

②法人 

③法人格を持たな

い民間団体 

（ただし、次の要

件を備えているも

の） 

・規約等を有して

いること 

・代表者が明らか

であること 

・団体としての意

思決定により補助

に係る事業を実施

することができ、

確実な経理処理が

行えること 

（以下同じ） 

 

※県内団体に限

る。 

・委託料 

・謝金・費用弁償 

・材料費及び消耗品費

（参加者特典やサイン整

備など直接事業執行に係

るもの） 

・食糧費（その目的が開

発する旅行商品の素材と

しての試食等に係るも

の） 

・使用料及び借り上げ料

（機材保険料を含む） 

・通信運搬費 

・印刷製本費 

・広告料 

・その他事業実施に必要

と認められる経費 

 

 なお、下記の経費は補

助対象とはなりません。 

・団体の経常的な運営経

費 

・従前からの事業の財源

振替を目的とする経費 

・食糧費（上記以外）、

その他補助することが適

当でないと認められる経

費 

（重点

事業）

１年目 

２/３ 

２年目 

１/２ 

 

（ 一 般

事業） 

１年目 

１/２ 

２年目 

１/３ 

（重点事

業） 

１年目 

1,500 千

円 

２年目 

1,000 千

円 

 

（一般事

業） 

１年目 

1,000 千

円 

２年目 

500 千

円 

 

※ ２ か 年

を 限 度 と

する 



 

（２）イベント支援（新型コロナウイルス感染症対策分） 

対象事業 事業者 対象経費 補助率 限度額 

新型コロナウイルス感染症によ

る観光客の減少を挽回するため

に実施される取組みやイベント

で、次の事項を満たすもの。 

 

・新規に開催するイベント又は

感染拡大防止のため開催時期を

延期して開催するイベントであ

ること 

・県内外から多くの観光客の誘

客が見込めること 

・県・地元市町村と情報共有し

連携して実施すること 

・感染防止対策を実施している

こと 

①観光協会 

②法人 

③法人格を持たな

い民間団体 

 

※県内団体に限

る。 

①イベント周知に係る経

費 

・広告費 

・印刷製本費 

②イベント運営経費 

（感染防止対策に必要な

経費を含む） 

・委託料 

・謝金・費用弁償 

・賃金（イベント準備や

当日の運営など、事業執

行に直接係るもの） 

・材料費及び消耗品費

（参加者特典やサイン整

備など事業執行に直接係

るもの） 

・使用料及び借り上げ料 

・保険料 

・通信運搬費 

③その他事業実施に必要

と認められる経費 

 

 なお、下記の経費は補

助対象とはなりません。 

・団体の経常的な運営経

費 

・従前からの事業の財源

振替を目的とする経費 

・食糧費、その他補助す

ることが適当でないと認

められる経費 

 

２/３ 
1,000 

千円 

 


