
 

 

 

 

各様式記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 各様式の記入例です。 

※ 記入にあたっては、根拠となる数値を明示してください。 

  



 

  

(様式１）

　　　団　　体　　名

　　代表者役職・氏名 会長　〇×　太郎 印

　　　所　　在　　地

　　　団　　体　　名

　　　氏　　　　　　名

　　　所属　・　役職

　　　所　　在　　地

　　　電　話　番　号

　　　F　a　x　番　号

　　　E  -  m  a  i  l

申
請
者

連
絡
担
当
窓
口

応募団体資料

　〒XXX-XXXX
●×県●×市県庁前1-1-1●×県観光課内

（公社）　●×県観光連盟

（公社）　●×県観光連盟

観光　花子

観光振興部観光振興課主査

　〒XXX-XXXX
●×県●×市県庁前1-1-1●×県観光課内

XXXX-XX-XXXX

XXXX-XX-XXXX

hanako@marubatsu.com



（様式 2） 

支援事業の背景と事業概要、実施効果等に関する資料 

 

1. 地域の現況と地域で解決すべき「課題」を具体的に記入してください。 

県内の市町村とその観光協会等の組織 25団体に対して 2017年末に観光組

織に関するアンケートを実施したところ、DMO化をした組織が 1団体（地域

DMO）、候補法人化した組織が 2団体（地域 DMO）、現在検討している組織が 3

団体（地域連携 DMO1団体、地域 DMO2団体）あった。 

各地域の課題をアンケートで聞いたところ、傾向として①専門的な人材の

不足、②財源確保に関する問題、③統計指標などの不足などに関する課題が

浮き彫りとなった。 

 その際に、各地域としての課題として最も多く挙げられたの、マーケティ

ングスキルの向上（回答 20団体中 14団体）であった。この他にデジタルマ

ーケティングに長けた人材の採用（回答 20団体中 10団体）を課題にする団

体もあった。このことから、下記の 2点を重点課題として設定した。 

 

・デジタルマーケティングに長けた人材の不足 

・DMO形成後のマーケティングスキルの不足 

 

 

2. 1.で記載した「課題」を設定した理由や、その課題を裏付ける数値や統計

資料について、具体的に記入してください。別ファイルにて統計データ等を添

付していただいてもかまいません。 

県観光協会としては、上記の課題の通り地域と連携して県全体のマーケティ

ングスキル向上を図ることが急務であると考えたことから、今回の支援事業

に応募し、マーケティングスキル向上を図ることとした。 

 

2017年度●×県観光組織現況調査 

 

Q10 貴団体において今後観光振興を行う上で最も必要なことは何ですか？ 

（調査対象 25団体・回答 20団体） 

・組織全体としてのマーケティングスキル向上（14団体） 

・デジタルマーケティングに長けた人材の採用（10団体） 

 

 



3.  支援事業の概要について具体的に記入してください。 

 2018 年の秋～冬頃をめどとして、マーケティングに関する集合研修を集中

的に実施する。集合研修のカリキュラムに関しては、上半期に日本観光振興協

会と採択決定後に有識者会議を立ち上げ、会議に諮ったうえで決定する。ま

た、有識者会議で検討したカリキュラムをテキスト化し、集合研修で活用す

る。研修はおおむね 2泊 3日～3泊 4日程度の日程で実施することとする。 

 

＜カリキュラムの具体例＞ 

・地域が行うべきマーケティングの概論 

・地域内での旅行者満足度調査実施に関する講義 

・地域内での旅行者満足度調査結果分析と活用に関する講義 

・地域内での旅行者動向調査実施に関する講義 

・地域内での旅行者動向調査結果分析と活用に関する講義 

・国内市場へのデジタルマーケティングの手法 

・海外市場へのデジタルマーケティングの手法 

・意見交換 

 

＜実施イメージ＞ 

1日目 

（午後） 

集合、オリエンテーション 

 講義 ・地域が行うべきマーケティングの概論 

（夜） 

懇親会（参加費・参加者負担） 

 

2日目 

（午前・講義） 

・地域内での旅行者満足度調査実施に関する講義 

・地域内での旅行者満足度調査結果分析と活用に関する講義 

（午後・講義） 

・地域内での旅行者動向調査実施に関する講義 

・地域内での旅行者動向調査結果分析と活用に関する講義 

 

 

 

 



3日目 

（午前・講義） 

・国内市場へのデジタルマーケティングの手法 

・海外市場へのデジタルマーケティングの手法 

（午後） 

・意見交換 

・オリエンテーション等 

 

4.当該支援事業の実施体制を具体的に記入してください。必要に応じて、別フ

ァイルや別紙を添付していただいてもかまいません。 

●×県観光協会では、本事業の事務局と研修会の主催を行い、各種手配や当日

の運営を実施する。 

 日本観光振興協会では研修会の共催団体として、本事業に必要な支援事業

を実施するほか、有識者検討会の有識者に関する人選の支援、カリキュラム作

成の支援などを行う。 

 有識者会議では、研修の教材づくりを行うほか、必要に応じて有識者会議の

メンバーから研修会の講師派遣を行う。 

 各市町村や観光協会、DMOなどには事務局から告知を行い、研修会の参加を

呼び掛けるほか、場合によって地域の声を反映するために一部地域には有識

者検討会への参加の声掛けをする。 

 実施体制のイメージ図を下記に示す。 

 

 

 

 

支援
←

参加
運営↓ ↓開催支援

ｶﾘｷｭﾗﾑ
支援

↓人選支援

各市町村 → ←
市町村観光協会等

地域DMO等 ← ←
スキル
取得

講師派遣
支援

●×県における観光マーケティングスキルを持った人材を20人育成
同様のモデルによる人材育成により、全国で観光マーケティングスキルを持った人材を1000人育成

●×県をモデルとした観光マーケティング研修会支援事業

●×県観光協会
・事務局

・研修会主催

●×県
観光マーケティング研修会

日本観光振興協会
・支援事業実施
・研修会共催

有識者検討会



5.支援事業の実施にあたり、当協会の会員等で連携したい企業・団体等があれ

ばご記入ください。特にない場合は「特になし」とご記入ください。 

・グーグル（デジタルマーケティング等） 

・トリップアドバイザー（デジタルマーケティング等） 

 

※当協会の会員企業・団体は、当協会ホームページの「協会概要」内に会員名

簿があり、ご覧いただけます。 

 

6. 支援事業を通じて達成すべき目標を具体的に記載してください。 

・県全体でマーケティングに精通した観光協会職員を 20名育成する。 

・同一調査でマーケティングに悩んでいる観光組織の数を半分に減らす 

 （2017年度 50％→2018年度 25％） 

 

 

7.当該支援事業を行うことにより、貴団体および当該地域全体にどのような効

果がえられますか。具体的な数値などをつかって記載してください。 

・県全体でマーケティングに精通した観光協会職員を 20名育成することがで

きる。 

・また、同様のプログラム（または今回のモデル事業を踏まえて改善したプロ

グラム）をほかの都道府県に展開することで、単純計算で 46倍すると、920

名となり、当県の参加者を含めて約 1,000 名のマーケティングに精通した

観光協会等の職員を今後育成することができる。 

・マーケティングで悩んでいる当県の観光組織の数を半分に減らすことがで

きる。 

 （2017年度 50％→2018年度 25％） 

 

 

8.申請団体名をご記入ください。 

●×県観光協会 

 

 

  



 

  

＜様式3＞

様式3…本紙です。

様式3-1…支援事業で当協会が負担する経費を記載して下さい。

様式3-2…支援事業で貴団体が負担する経費を記載して下さい。

　　　　 貴団体負担額がない場合は、備考欄にその旨記載して下さい。

         また、関連した事業経費があれば差し支えない範囲で記載していただくか、

         別途資料を添付してください。

備考：使用する費目名は、次のとおりです。

諸謝金　　　　：委員手当、講師謝金、原稿料

会議費　　　　：会場借料、会議茶菓費（￥500/人まで）

旅費交通費　　：旅費交通費（鉄道・航空機等における上級クラス・タクシー移動等不可）

通信運搬費　　：通信費、運搬費

印刷製本費　　：印刷製本費

物件費　　　　：物品購入費等

委託費　　　　：委託費

雑費　　　　　：上記に属さない軽微な支出

※支援事業1件当たりの予算は、1,000万円を上限とします。
※実際の支援額については、採択決定後詳細の調整を行うものとします。

支援事業に関する概算予算に関する資料



 

  

※支援事業における当協会の負担額を記載して下さい。 ＜様式3-1＞

全体経費

（単位：円）

費　　目 予　算　額 算出根拠等 　備　考　

諸謝金 1,480,000 有識者検討会有識者

座長@50,000×1名×3回=150,000

委員@30,000×7名×3回=630,000

研修会講師謝金

講師@50,000×7名=350,000

教材原稿料等

@50,000×7名=350,000

会議費 459,000 委員会会議茶菓@3,000×3回＝9,000

委員会会場費@50,000×3回=150,000 東京開催想定

研修会会場費@100,000×3日=300,000 ●×県開催想定

旅費交通費 580,000 研修会講師旅費

講師@50,000×7名=350,000

研修会日本観光振興協会職員旅費 ●×県開催想定

@70,000×3名=210,000

近距離交通費等一式(20,000)

通信運搬費 15,000 通信費（宅急便・郵便代等一式）

印刷製本費 650,000 研修会用教材印刷費等一式（500,000）

報告書等印刷経費一式(150,000）

物件費 15,000 参加者名札など

委託費 130,000 研修会テープ起こし代など

雑費 6,000 振込手数料等

  合　　計 3,335,000

備考：使用する費目名は、次のとおりです。

諸謝金　　　　：委員手当、講師謝金、原稿料

会議費　　　　：会場借料、会議茶菓費（￥500/人まで）

旅費交通費　　：旅費交通費（鉄道のグリーン車等上級クラス・航空機プレミアムクラス等上級クラス不可）

通信運搬費　　：通信費、運搬費

印刷製本費　　：印刷製本費

物件費　　　　：物品購入費等

委託費　　　　：委託費

雑費　　　　　：上記に属さない軽微な支出

支援事業名：●×県をモデルとした観光マーケティング研修会支援事業

団体名：●×県観光協会



 

※支援事業における貴団体の負担額を記載して下さい。 ＜様式3-2＞

貴団体負担

（単位：円）

費　　目 予　算　額 算出根拠等 　備　考　

諸謝金 0

会議費 0

旅費交通費 400,000 研修会参加者宿泊費 参加者負担

@20,000×20名 県観光協会集金

通信運搬費 0

印刷製本費 0

物件費 0

委託費 0

雑費 0

  合　　計 400,000

貴団体で本件に関係する事業がありましたら、ご教示ください。

事業名称等 　備　考　

●×県観光人材育成事業

  合　　計 2,000,000

備考：使用する費目名は、次のとおりです。

諸謝金　　　　：委員手当、講師謝金、原稿料

会議費　　　　：会場借料、会議茶菓費（￥500/人まで）

旅費交通費　　：旅費交通費（鉄道のグリーン車等上級クラス・航空機プレミアムクラス等上級クラス不可）

通信運搬費　　：通信費、運搬費

印刷製本費　　：印刷製本費

物件費　　　　：物品購入費等

委託費　　　　：委託費

雑費　　　　　：上記に属さない軽微な支出

支援事業名：●×県をモデルとした観光マーケティング研修会支援事業

団体名：●×県観光協会

予　算　額

2,000,000


