令和元年度津山市観光協会バスツアー補助金 概要
（公社）津山市観光協会では、津山市内の観光資源の活用、観光客
の誘客を推進するため、津山市内を来訪される観光バスツアーを主
催する旅行業者様に対し補助金を交付いたします。
【実施期間】 令和元年５月１日 ～ 令和２年３月３１日
※ただし上記期間内に催行されるものに限る
※交付申請額が本事業の予算額に達した時点で補助金募集終了とする

【補助金額】

宿泊ツアー

20,000円

日帰りツアー

10,000円

※共にバス１台当たり、１事業者６台まで

【条 件】

宿泊ツアー、日帰りツアー共に、別表及び下記①～⑦の条件を満たすこと。

①バス１台あたり参加人数が20名以上（「指定観光施設等利用証明書」又は「宿泊証
明書」による）であること。 （添乗員等は除く）

②ツアー参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体でないこと。
③旅行業法（昭和27年法律第239号）に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、か
つ日本国内の事業所であること。
④他の自治体等から補助金、助成金等を交付されたツアーであっても、条件を満たす
ものであれば交付対象とする。
⑤津山市内の指定観光施設店、飲食店等（以下指定観光施設等）を利用し「指定観光
施設等利用証明書」を発行してもらうこと。
⑥宿泊ツアーは津山市内の宿泊施設に宿泊し「宿泊証明書」を発行してもらうこと。
⑦日帰りツアーは指定観光施設等の１か所は有料施設（団体としての支払/昼食箇所
含）であること。（⑤⑥⑦詳細等は別表参照）

【申請方法】

※書式は津山市公式観光サイト｢つやま小旅｣からダウンロードしてください。

ツアー催行15日前に「補助金交付申請書（様式第1号）」を提出し内容について審
査を受けます。申請内容が適当と認められた場合「補助金交付決定書(様式第2号)」
が発行されます。ツアー終了後30日以内に「実績報告書（様式第4号）」「宿泊証明
書（様式第5号）」又は「指定観光施設等利用証明書（様式第6号）」を提出してい
ただき審査が終了すると、条件を満たした催行のバス台数分の補助金を交付します。

【お問合せ先・書類の送付先】
〒708-0022 岡山県津山市山下97-1

津山観光センター内

公益社団法人 津山市観光協会
TEL:0868-22-3310 FAX:0868-22-3315
E-mail:info@tsuyamakan.jp

【詳細条件等】
宿泊ツアー

指定観光施設等１か所＋宿泊施設１泊

日帰りツアー

指定観光施設等１か所 以上

以上

指定観光施設等（その他、津山市内の飲食店及び宿泊施設での昼食は指定観光施設等に含む）
施設等一覧
名

称

住

所

連絡先

津山城(鶴山公園)

津山市山下 135

0868-22-4572

津山まなびの鉄道館

津山市大谷

0868-35-3343

津山洋学資料館

津山市西新町 5

0868-23-3324

津山観光センター

津山市山下 97-1

0868-22-3310

サンヒルズ

津山市大田 811-1

0868-27-7131

和蘭堂

津山市西新町 5

0868-24-6288

つやま自然のふしぎ館

津山市山下 98-1

0868-22-3518

津山郷土博物館

津山市山下 92

0868-22-4567

城西浪漫館

津山市田町 122

0868-22-8688

作州民芸館

津山市西今町 18

0868-24-6690

まほらファーム

津山市野村 891-2

080-6335-6540

多胡本家酒造場

津山市楢 69

0868-29-1111

ほほえみ彩菜

津山市杉宮 736-3

0868-29-1123

津山市宮尾 563-1

0868-57-7234

津山市加茂町小中原 143

0868-42-7330

道の駅

久米の里

めぐみ荘（百々温泉）
さむはら神社
もえぎの里・あば温泉

（津山市観光協会北支部）
津山市加茂町桑原 121-1
津山市阿波 1200

0868-42-4402
0868-46-7111

津山市観光協会バスツアー補助金交付要綱
（目的）
第１条 この要綱は、津山市内（以下「管内」という。）の観光資源の活用と観光客の誘
導を図るため、旅行業者が主催する観光バスツアー（以下、「ツアー」という。）に対
し、津山市観光協会バスツアー補助金（以下、「補助金」という。）を交付することに
関し、必要な事項を定める。
（補助対象者）
第２条 補助対象者は、次に掲げる第１号から第６号までの要件を満たすものとする。た
だし、宿泊を伴う場合においては管内の宿泊施設に宿泊するものとする。
（１）バス１台当たり参加人数は20名以上であること。（
「指定観光施設等利用証明書」

又は「宿泊証明書」による）（但し、添乗員等を除く）
（２）ツアーの参加者が特定の政治、宗教活動を目的とした団体でないこと。
（３）旅行業法（昭和27 年法律第239 号）に基づき旅行業の登録を受けた旅行業者で、か
つ日本国内の事業所であること。
（４）前号に定めるもののほかに、他の地方自治団体等から補助金、助成金等を交付され
ていても、本協会の定める条件を満たせば交付対象とする。

（５）管内の指定観光施設店、飲食店等（以下指定観光施設等）を利用し「指定観光施設
等利用証明書」を発行してもらうこと。
（６）管内の宿泊施設に宿泊し「宿泊証明書」発行してもらうこと。
(７)「日帰りツアー」では、指定観光施設等の１か所は有料施設（団体としての支払
がある）であること。（以上(5)(6)(7)詳細条件は別途）
（補助額）
第３条 補助金の区分、額は、次表に定めるとおりとし予算の範囲内において補助金を交付
するものとする。
区分

補助金

宿泊ツアー

バス１台当たり

２０，０００円

日帰りツアー

バス１台当たり

１０，０００円

（補助金の交付の申請）
第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下、「申請者」という。）は、あらかじめ
補助金交付申請書（様式第1 号）に関係書類を添えて津山市観光協会長（以下、「会長」
という。）に提出しなければならない。ただし、申請できるバスの台数は、１事業者につ
き６台を限度とする。

（補助金の交付の決定及び決定通知）
第５条 会長は、補助金の交付の申請があった場合においては、当該申請の内容を審査し、
補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに予算の範囲内において補助金の交付を
決定（以下、「交付決定」という。）し、その内容を補助金交付決定通知書（様式第２号）
により申請者に通知するものとする。
（変更等の届出）
第６条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、次の各号のいずれかに該当す
るときは、津山市観光協会バスツアー補助金変更（中止）届出書（様式第３号）を会長に
提出し、承認を得なければならない。
（１）交付申請の記載内容に変更が生じたとき。
（２）当該ツアーを中止したとき。
（実績報告及び補助金の交付請求）
第７条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに、実績報告書（様式第４号）及び補
助金交付請求書（様式第７号）に関係書類を添えて会長に提出しなければならない。
（補助金の額の確定等）
第８条 会長は、前条の規定により実績報告書及び補助金交付請求書を受理した場合にお
いては、その内容の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めるときは、交付
すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。
（決定の取消し）
第９条 会長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全
部又は一部を取り消すことができる。
（１）交付決定の内容に違反したとき。
（２）法令又はこれらに基づく会長の命令に違反したとき。
（３）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
２ 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、津山市観光協会バスツアー
補助金交付決定取消通知書（様式第８号）により申請者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第10条 会長は、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき
は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

（実施期間）
第11条 令和元年５月１日から令和２年３月３１日までの催行を対象とする。
（その他）
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

令和元年度 津山市観光協会バスツアー補助金

アンケート

令和 元 年

月

日

旅行会社様がご記入ください。（選択箇所では該当項目に〇）
ツアー実施日：平成

年

月

日

～

平成

年

月

日

旅行業者名 ：
ツ ア ー

名：

旅行形態：①募集型
②受注型⇒ a.慰安

b.親睦

c.招待

d.研修

e.教育

f.その他

１. 今回のツアー参加者についてお尋ねします。
①参加人数は
人 内（男
人）（女
人）
②参加者の年代別を教えてください。（わかる範囲でお答えください。）
10 代

人 20 代

人 30 代

人

40 代

人 50 代

人 60 代以上

人

２. 今回のツアーについてお尋ねします。
①今回のツアー全体の感想はいかがですか。
a. 大変満足
b. 満足
c. 普通
d. やや不満
e. 不満
②今回のツアーで、お客様が喜ばれたところ、改善してほしい点などご記入ください。
３．今回のバスツアー補助金についてお尋ねします。
①今回のツアーは、補助金があったので企画した。
a. はい
b. いいえ（すでにツアー決定後、補助金を知った）
４．津山市へ送客するにあたり、改善してほしい該当箇所に〇をお願いします。
（複数回答可）
Ａ.津山市の認知度アップ
Ｂ.団体昼食 対応施設の充実
Ｃ.体験、見学施設の充実
Ｄ.送客手数料対応施設の充実
Ｅ.産業ツーリズムの充実
Ｆ.医療ツーリズムの充実
Ｇ.其の他（
）
※上記該当箇所についてご自由にお書きください。空白箇所にご記入でも構いません。

５．津山市

管内市町村でご存じの旅行素材等に〇をお付けください。

１．津山城(鶴山公園) ２．津山なまびの鉄道館 ３．津山洋学資料館 ４．津山観光センター
５．サンヒルズ ６．和蘭堂 ７．つやま自然のふしぎ館 ８．津山郷土博物館 ９．まほらファーム
１０．多胡本家酒造 1１.ほほえみ彩菜 １２.道の駅 久米の里 １３.めぐみ荘(百々温泉)
１４.サムハラ神社 １５.もえぎの里 阿波温泉

ご協力誠にありがとうございました。

