
別記第１号様式（第５条関係）  

  令和４年７月１５日  

 東 京 都 知 事  殿 

 

               グループ      ××地域魅力発信グループ 

               申請者所在地    東京都新宿区西新宿二丁目 8 番 1 号 

               代表企業（団体）名 東京旅館株式会社 

               代表者名      代表取締役 東京 太郎 印 

 

 

ＴＯＫＹＯ旅館ブランド構築・発信事業 公募申請書 

 

ＴＯＫＹＯ旅館ブランド構築・発信事業に係る支援を受けたいので、ＴＯＫＹＯ旅館ブラン

ド構築・発信事業実施要綱第５条第１項の規定に基づき、関係書類を添付して提出します。 

 

記 
 

１ 事業名 

  旅館を核とした××地域の魅力発信事業 

 

 

２ 事業実施期間 

  令和４年１２月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

３ 事業総額 

  ３１，９４９，５００円 

 

 

 

印鑑証明書と
同じ印で押印 

記入例 

別紙４「総事業費：総額（税込）」と別紙５「人材育成に 

要する経費総額」の計を記載 



別紙１（第１号様式に添付） 

 

代表となる旅館（団体）の概要 

１．名称 東京旅館株式会社 

２．所在地（本店） 
（〒163－8001） 

 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 

３．代表者の役職及び

氏名  
代表取締役 東京 太郎 

４．担当者の所属先、

役職、氏名及び 

連絡先 

連絡先所在地： 

（〒163－8001） 

 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 

部署（役職）：営業第二部 

担当者名：東京 花子 

電話：03-XXXX-XXXX FAX：03-XXXX-XXXX 

E-mail：XXXXXXXXXX＠XXX.co.jp 

５．設立年月日   ２００７年９月１日 

６．資本金   ２０，０００，０００円 

７．従業員数  ８０名 

８．旅館の魅力向上等

に係る過去の取組 

※ 応募者がこれまでに行ってきた旅館の魅力向上に関する取組が 

あれば記載してください。 

 

○ 当社が運営するＸＸ旅館の公式ホームページの多言語

化（日・英・中・韓） 

○ 地域の魅力発信に向け、周辺の観光施設や商店街等と 

定期的なミーティングを開催 

○ 外国人旅行者へ対応するための施設のリノベーション 

（トイレの洋式化、無料Wi-Fiの設置） 



別紙２（第１号様式に添付） 

 

グループ構成員名簿 

 

名称 役職及び代表者名 
住所 

電話番号 
業種（※） 

資本の額 

又は 

出資の総額 

常用従業員数 事業概要 

●●●●●食堂 

代表取締役 
東京都●●区●● 

03-XXXX-XXXX 

7012 

日本料理店 
1,000万円 20人 日本料理の提供 

食堂 太郎 

△△△△△商店 

代表取締役 
東京都△△区△△ 

03-XXXX-XXXX 

5599 

その他の各種

商品小売業 

500万円 25人 土産物の販売 

商店 花子 

ＸＸＸＸＸ呉服店 

代表取締役 
東京都ＸＸ区ＸＸ 

03-XXXX-XXXX 

5611 

呉服・服地小

売業 

2,000万円 40人 呉服の販売、着付教室 

呉服 美子 

◆◆◆◆◆観光協会 

理事長 
東京都◆◆区◆◆ 

03-XXXX-XXXX 
― ― ５人 地域の観光振興 

観光 次郎 

※ 業種については、総務省発行の「日本標準産業分類」を参考にご記入ください。 

代表企業（団体）以外のグループ構成員をすべて記載 
（数が多い場合は別途一覧等を提出） 



○グループ結成の目的、将来像 

 
○ 近年の訪日外国人旅行者の増加により、ＸＸ地域を訪れる観光客も増加しているが、地域として彼らをおもてなしする仕組が整っ

ていない。また、他の地域に比べて、外国人はもとより、国内の旅行者からも観光地としての認知度が低い。 

 
○ これらの課題を解決するため、ＸＸ旅館が中心となり、ＸＸ地域の事業者と連携して外国人旅行者等が快適に過ごせる環境を構築

するための取組を推進し、その内容を発信していく。 

 

○ 本取組により、ＸＸ地域を訪れる外国人旅行者等を前年度比 10％増加するとともに、訪問による満足度を前年度よりも向上するこ

とを目指す。ＸＸ旅館については、客室稼働率を向上させていく。 



別紙３（第１号様式に添付） 

 

事業概要説明書 
 

１ 事業全体計画書 

 

①事業実施グループ名称 代表企業（旅館又は団体）名： 

東京旅館株式会社 

②事業名  
旅館を核とした××地域の魅力発信事業 

③事業実施期間 

（３か年度以内） 令和４年１２月１日から令和７年３月３１日まで 

④事業総額  
３１，９４９，５００円 

 
⑤事業の全体概要 ＸＸ旅館が核となり、ＸＸ地域周辺の飲食店・小売店等と

連携して外国人旅行者等の誘致に向けた受入環境の整備

に係る取組を推進する。 

 
具体的には、以下の取組について段階的に進めることに

より、ＸＸ地域への外国人旅行者等の誘致と受入体制の

整備を進めていく。 

 

【事業概要】 

① 周辺観光案内マップの制作 

② 観光モデルルートの造成 

③ 外国人旅行者受入に向けた人材育成 

④ 宿泊者限定クーポンの発行 

⑤ 動画作成、SNS による情報発信 

⑥ 地域回遊イベントの実施 

 

 

別紙４「総事業費：総額（税込）」と 

別紙５「人材育成に要する経費総額」 

の計を記載 



２ 事業計画書 

 
①地域における課題 ○ 近年の訪日外国人旅行者の増加により、ＸＸ地域を訪

れる観光客も増加しているが、地域として彼らをおもて

なしする仕組が整っていない。 
○ ＸＸ地域には宿泊特化型ホテルが多く、外国人旅行者

等の地域内の滞在時間も短いため、泊食分離の推進など

地域内での回遊を促す仕組みが必要である。 
○ また、他地域に比べて、外国人はもとより、国内旅行

者からの観光地としての認知度も低い。 

②事業目的・目標 
○ ＸＸ旅館が中心となり、ＸＸ地域の事業者と連携して

外国人旅行者等が快適に過ごせる環境を構築するため

の取組を推進し、その内容を発信していく。 
○ ＸＸ旅館へ宿泊した外国人旅行者等が周辺地域を滞

在・回遊する仕組みを構築し、域内における消費額の増

加を図る。 
○ ＸＸ地域の情報発信力を高め、ＸＸ地域を訪れる旅行

者数の増加を図る。 

③事業スケジュール 令和４年度 
① 周辺観光案内マップの制作 
② 観光モデルルートの造成 
③ 外国人旅行者受入に向けた人材育成 

令和５年度 

③ 外国人旅行者受入に向けた人材育成 

④ 宿泊者限定クーポンの発行 

⑤ 動画作成、SNS による情報発信 

⑥ 地域回遊イベントの実施 

令和６年度 

  ③ 外国人旅行者受入に向けた人材育成 

④ 宿泊者限定クーポンの発行 

⑤ 動画作成、SNS による情報発信 
⑥ 地域回遊イベントの実施 

 

必要に応じて別紙を添付することも可能 



④事業の実施体制 ○ 東京旅館株式会社 
 ・ 事業の全体統括 
 ・ 宿泊した外国人旅行者等の地域への回遊の促進 
○ 周辺の飲食・小売店等 
 ・ 地域へ滞在する旅行者の受入 
○ 観光協会 
 ・ 外国人旅行者等への地域の案内、ＰＲ 

⑤事業内容の詳細 

（個別の事業ごとに記載） 

① 周辺観光案内マップの制作 
ＸＸ旅館近隣の飲食店、土産店、銭湯、観光施設等を

紹介したマップを新たに作成する。対応言語は、日・英・

中・韓の４言語とする。 
制作部数：5,000 部 

配布先：ＸＸ旅館のフロント、域内の各店舗等、 
② 観光モデルルートの造成 
  ＸＸ地域の見どころを効率的に周ることができるモ

デルルートを新たに作成する。それぞれの施設の見ど

ころや実際に旅行者が訪問した際の写真を紹介し、Ｘ

Ｘ地域を観光した際のイメージが伝わりやすいよう工

夫する。 
③ 外国人旅行者受入に向けた人材育成 

外国人旅行者等が快適にＸＸ地域に滞在できるよう、

ＸＸ地域内施設の従業員を対象に接遇研修や語学研修

を行う 
規模：年４回程度、各回 50 名程度参加予定 

④ 宿泊者限定クーポンの発行 
  ＸＸ旅館へ宿泊した外国人旅行者等へＸＸ地域周辺

の飲食店で利用可能なクーポン券を配布し、泊食分離

を促進する。 
 配布部数：3,000 枚（1枚につき 20％割引） 

⑤ 動画作成、SNS を活用した情報発信 
  ＸＸ地域の魅力を照会する動画や写真素材を新たに

作成する。ホームページやＳＮＳ等を活用して地域に

密着した情報を発信する。 
⑥ 地域回遊イベントの実施 
②で造成したモデルルートや④のクーポンを活用した

スタンプラリー等を実施し、地域の回遊性を促進する。 

 



⑥期待される効果 

（数値等を用い具体的に記

入） 

○ 本取組により、ＸＸ地域を訪れる旅行者数を前年度比

10％増加させるとともに、前年を上回る満足度の向上を

目指す。 

○ ＸＸ旅館では客室稼働率を以下のとおり向上させる。 

 現在 

(R4 年度) 

１年後 

(R5 年度末) 

３年後 

(R6 年度末) 

客室稼働率 60％ 65％ 70％ 

 



別紙４（第１号様式に添付） 

概算経費計画書 

（単位：円） 

実施事項 
令和４年度 

事業費（予定額） 

令和５年度 

事業費（予定額） 

令和６年度 

事業費（予定額） 

① 周辺観光案内マップ

の制作 

 

② 観光モデルルートの

造成 

 

③ 外国人旅行者受入に

向けた人材育成 

 

④ 宿泊者限定クーポン

の発行 

 

⑤ 動画作成、SNS によ

る情報発信 

 

⑥ 地域回遊イベントの

実施 

 

3,800,000 

 

 

3,000,000 

 

 

※別様式に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

4,000,000 

 

 

3,500,000 

 

 

 

 

 

 

2,000,000 

 

 

1,000,000 

 

 

2,000,000 

 

 

3,500,000 

 

 

小計（税抜） 6,800,000 10,500,000  8,500,000 

消費税（10%） 680,000 1,050,000 850,000 

事業費計（税込） 7,480,000 11,550,000 9,350,000 

申請予定額（小計×2/3） 4,533,000 7,000,000 5,666,000 

 

 

事業費 総額（税込） 28,380,000 円 

補助金申請予定 総額 17,199,000 円 

 

  

３か年の合計金額を記載 

千円未満切捨 

４年度は補助率

4/5 で別途申請 



別紙５（第１号様式に添付） 

 

年度 人材育成計画書 

 
 
１ 人材育成の計画 

将来的にＸＸ地域の観光情報に精通した観光人材を育成するため、ＸＸ地域内施設

の従業員を対象に研修やセミナーを実施する。 

 
 

２ 経費等 
（１）人材育成に要する経費総額①    3,569,500 円 
（２）補助対象経費      ②    3,245,000 円 
（３）補助金交付申請予定額  ③     2,596,000 円 

 
 
３ 補助対象経費詳細                                            （単位：円） 

経費内訳 ③申請予定額 

(②×4/5) 内容 単価 数量 金額 

研修・セミナー企画 100,000 一式 100,000 

2,596,000 

講師手配 200,000 ３回 600,000 

会場費（４時間） 300,000 ３回 900,000 

研修・セミナー資料作成 200,000 ３回 600,000 

研修・セミナー運営 200,000 ３回 600,000 

アンケート・報告書作成 150,000 一式 150,000 

委託管理費（10%） ― ― 295,000 

    

補助対象経費（税抜）② 3,245,000  

消費税（10%） 324,500  

合  計 ① 3,569,500  

※交付申請額には補助対象経費の 4/5 または 360 万円のいずれか低い額を記載してください。 

※交付申請額の千円未満の端数は切り捨ててください。 

 
 


