
 

令 和 ４ 年 度 
 

大分県宿泊業経営力強化事業 

 

【 公 募 要 領 】 
 

 

  自社の課題や新しい旅のかたちへの対応等、持続可能な経営に向け、経営基盤強化、観

光客受け入れに関する環境整備により経営力強化につなげる取組を広く公募し、その取組 

に必要な費用の一部を支援します。 

 

 

［受付期間］ 

   令和４年４月１２日（火）～５月３１日（火）（１７：００必着） 

       （土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

   ※応募に当たっては、令和４年５月１７日（火）までに当課あて事前 

相談を行ってください。事前相談がない場合の申請は受け付け出来 

ません。 

 

［提出先・問い合わせ先］ 

      大分県商工観光労働部観光局観光政策課 観光産業振興班 

     〒８７０－８５０１ 大分市大手町３丁目１番１号 

        ＴＥＬ：０９７－５０６－２１２２ 

     ＦＡＸ：０９７－５０６－１７２９ 

        Ｅ-ｍａｉｌ：a14180@pref.oita.lg.jp 

 

 

１ 公募する事業 

(1) 事業の内容 

対象となる事業は、次の①～③のすべてに該当するものとし、宿泊業の経営力強化につな

がる事業とします。ただし、既に大分県から経営革新計画の承認を受けている中小企業者に

ついては、③は不要とする。 

①新しい旅のかたちや人手不足への対応、労働生産性の向上等、自社の課題が明確になってお 

り、その解決に資する取組であること。 

②業務改善や顧客ニーズを踏まえた取組等につなげるために専門家等の助言や支援を受ける 

「アドバイザー派遣の取組」、または施設や提供するサービスの新設・改善、業務の効率化 

や従業員教育の充実等の「新たな取組」が含まれること（ＷＥＢサイトの作成・改修など「情 

報発信の取組」を行う場合は、「新たな取組」を含むこと）。 

ただし、「アドバイザー派遣の取組」と、「新たな取組」及び「情報発信の取組」を、同一 

の者に請負わせることは認めないものとする。 

  ③新たな経営革新計画につながる取組であること（事業採択後３年以内の経営革新計画の策定 

を目指すこと）。 



 

(2) 事業実施主体 

   この事業において事業実施主体は、次の①～③に掲げるものとする。 

①県内に主たる事務所を有する宿泊業の中小企業者 

②その他、①に準じると知事が認める者 

 
(3) 中小企業 

法人については、「資本金又は出資の総額」または「常時使用する従業員数」が次に該当

していること。 

個人については、常時使用する従業員数が次に該当していること。 

業 種 資本金又は出資の総額 常時使用する従業員数 

宿泊業（ホテル営業、旅館

営業、簡易宿所営業及び下

宿営業） 

5,000 万円以下 200 人以下 

※宿泊業とは、旅館業法第二条に規定する旅館業を営む者をいう。 

 
(4) 補助金額  

●補助率   １／２以内 

●補助上限額 １７５万円以内 

※但し、「アドバイザー派遣の取組」は５０万円以内、「新たな取組」は 

１２５万円以内とします。 

また、「情報発信の取組」（ＷＥＢサイトの作成、改修など）をあわせて 

行う場合の補助上限額は２５０万円とします。（情報発信の取組に係る部分 

の補助上限額は７５万円とします。） 

(5) 補助対象経費 

    採択取組の実施にかかる次の経費が補助対象となります。 

取組区分 科目 補助対象経費の内容 

 

 

アドバイザー

派遣の取組に

係る経費 

報償費 専門家派遣に係る謝金、調査・研究事業及び集客事業に要する謝

金等 

旅費 専門家派遣に係る旅費、調査、研究事業に要する旅費等 

消耗品費 事務用品、図書購入費、パンフレット・ポスター、印刷等の印刷

費等 

※消耗品とは単体で取得価格が２万円未満のもの 

役務費 通信運搬費、広告代、手数料、保険料等 

委託料 調査委託、行事運営委託等 

使用料及び

賃借料 

会場使用料、機器・物品の借上料、車両借上料等、事業実施のた

めに必要となる使用料及び賃借料 

 

 

 

 

 

アドバイザー

派遣以外の取

組に係る経費 

消耗品費 

 

 

事務用品、図書購入費、パンフレット・ポスター等の印刷製本費、

看板・横断幕等の作成経費等 

※消耗品とは単体で取得価格が２万円未満のもの 

修繕料 事業実施のために必要となる改修工事費等 

注）内装・設備・施設工事費は必要最小限度とすること。 

役務費 通信運搬費、広告代、手数料、保険料等 

委託料 ホームページ作成又は改修委託・ＰＲ動画等作成委託､行事運営委

託等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料及び

賃借料 

会場使用料、機器・物品の借上料、車両借上料等、事業実施のた

めに必要となる使用料及び賃借料 

工事請負費 事業実施に必要不可欠と認められるもの 

備品購入費 事業実施に必要不可欠と認められるもの 

注）以下の経費は補助対象経費から除く 

・事業者の運営経費 

・土地の購入に要する経費及び補助費 

・消費税及び地方消費税については、補助対象経費に含まない。 

 

２ 応募について 

(1) 応募期間 令和４年４月１２日（火）～５月３１日（火） 

                持参、郵送とも５月３１日（火）１７時００分必着 

(2) 受付方法 別添の「令和４年度大分県宿泊業経営力強化事業実施計画認定申請書」等を

７部を持参または郵送（必着）で提出してください。 

                 なお、応募に当たっては、令和４年５月１７日（火）までに認定申請書一式

及び参考見積書などの必要書類をそろえ当課あて事前相談を行ってください。

事前相談がない場合の申請は受け付け出来ません。 

(3) 提出先・問い合わせ先（担当） 

大分県商工観光労働部観光局観光政策課（大分県庁本館７階） 

      TEL 097-506-2122  FAX 097-506-1729 

 

(4) 注意事項  認定申請書等の作成に係る費用は、応募者の負担になります。 

         応募いただいた書類は返却しません。 

  

３ 選定方法等 

(1) 補助事業の認定   

提出された書類に基づいて、外部の有識者等で構成する「大分県宿泊業経営力強化事業審 

査会」での審査結果を踏まえて、事業の実施効果が高いと見込める１０件程度の事業を認定し 

ます。 

必要に応じて、提出された書類の内容等について、ヒアリングや現地調査を実施する場合 

があります。 

 

 (2) 認定基準 

次の項目について、具体性、的確性、新規性等の観点から評価します。 

①課題設定の妥当性  
②取組の内容・妥当性  
③事業効果  
④働き方改革への取組  
 

(3) 通知・公表 

採択結果については６月下旬頃に申請者あて通知するほか、県ホームページで公表します。 

 

４ 採択された場合の留意点 

(1)採択された応募者（以下「事業者」といいます。）には、採択通知書を送付しますので、 

大分県宿泊事業経営力強化事業費補助金交付要綱に基づき、補助金交付申請書を定めた期日ま



 

でに提出していただきます。 

(2)県では、補助金交付申請書の内容審査後、事業者に補助金交付決定通知書を送付します。 

（※この決定日以降でないと補助事業には着手できません） 

(3)事業者は、交付決定通知書の受理後補助事業が完了した場合は、交付要綱に基づき実績報告 

書を提出していただきます。 

(4)原則として令和５年２月２８日（火）までに事業を完了してください。 

(5)実績報告書の内容審査後、事業者に補助金の額の確定通知書を送付します。ただし、事業実

施に当たり補助対象経費の変更があった場合は、補助金交付決定額が減額されることがあり

ます。 

(6)補助金は、原則として補助金の額の確定通知書を送付後にお支払いしますが、一部概算払に

より支払うことも可能です。 

(7)補助金交付申請書、実績報告書に添付していただく見積書、領収書等の証拠書類については、

補助事業完了後５年間保管していただきます。 

(8)補助事業により改装した事務所等や取得した備品等については、一定期間はその処分が制限 

されます。 

 (9)採択された取組については、概要を県のホームページ等で公表するほか、先進的取組事例と

して事例発表をお願いすることがあります。  

(10)事業実施主体は、本事業の終了後においても、知事からその後の状況や成果について報告を

求められた場合、県へ報告していただきます。  

(11)大分県補助金等交付規則、大分県宿泊業経営力強化事業費補助金交付要綱等の規程に従って

いただきます。 

 

 
 
 

 
 
 



 

様式第１号 

 

年度大分県宿泊業経営力強化事業実施計画認定申請書 

 

第       号  

年   月   日  

 

 

 大分県知事        殿 

 

 

                       申請者 

                       所 在 地  

                       商号又は名称  

                       代表者職・氏名  

                       担当 者氏 名  

                       連  絡  先  

 

 

  年度大分県宿泊業経営力強化事業実施計画について、認定されるよう大分県宿泊業経営力強化

事業実施要領第４の規定により申請します。 

 

 

 

  添付書類 

（１）事業実施計画書（様式第２号）  

（２）誓約書（様式第３号）  

（３）旅館業法第３条第１項の規定による許可書の写し 

（４）その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第２号 

 

事業実施計画書 

事  業  名  

事業実施主体名  

事業実施主体の概要 

資本金、主な事業、常時雇

用する従業員数等を記載

して下さい。 

住所 

代表者 

資本金 

従業員数 人（役員 人、従業員 人、パート等 人） 

客室数 

宿泊単価（平均） 

実施時期  

事業の背景と目的 

 

 

事業の概要 

（事業の全体像がわかるよ

うに、要点を記載してくださ

い。） 

 
 
 

解決を目指す課題 

 

 
 

事業内容 

 

１．施設やサービスの新設・改善、業務の効率化や従業員教育の充 

実等の取組 

 

２．情報発信の取組（WEB サイトの作成・改修等） 

 

事業効果 現状   目標  
宿泊客数（人／年）  
内訳 国内団体  
   国内個人  

海外団体  
海外個人  

客室稼働率（％）  
定員稼働率（％）  
売上総額（千円）  
営業利益（千円）  
雇用人数（人）  
 

＜「アドバイザー派遣の取組」を含む場合＞ 

※アドバイザー派遣により期待される効果（継続性、発展性の観点

も含め）記載 

 

 

 

 

 



 

経営革新計画策定の見

通し 

申請事業に関する認定経営革新等支援機関への相談状況（相談の相
手方や連絡先、承認に関する見込み等の意見）を記載 
 
 
 
 

働き方改革の取組  「おおいたワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰」、
「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」、「しごと子
育てサポート企業認定」など、働き方改革に寄与する取組に
ついて  
 

注）記載欄が不足する場合は、適宜、記載欄を追加してください。 

 

 

収支計画 

   収   入                                               （単位：円） 

   項   目     予 算 額         備   考 

  県助成希望額   

  自己資金   

     計   

   支   出                                       （単位：円） 

    項    目      予 算 額         積 算 内 訳 

   

   

   

   

   

       計   

※「アドバイザー派遣の取組」に係る経費はそれ以外の経費と区分して記載してくだ 

 さい 

※単価のわかるもの（見積書等）を添付して下さい 



 

様式第３号 

誓  約  書 

 

私は、下記の事項について誓約します。 

なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。  

また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。 

 

 

記 

１ 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。 

（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に     規

定する暴力団をいう。以下同じ。） 

（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

（３） 暴力団員が役員となっている事業者 

（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 

（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している        者 

（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者 

（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者 

（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 

 

２ １の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人      では

ありません。 

                                    年  月  日 

 

  大分県知事        殿 

         

                                〔法人、団体にあっては事務所所在地〕 

 

                                    住  所                                        

 

                           （ふりがな） 

                                    氏    名                                       

 

                                    生年月日 （明治・大正・昭和・平成）  年  月  日(男・女） 

 

※  県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約    をお

願いしています。 



 

【記載例】 

様式第２号 

 

事業実施計画書 

事  業  名 アドバイザー支援による周辺環境を活かした新たなビジネスモデル

構築事業 

事業実施主体名 株式会社○○ （○○旅館） 

事業実施主体の概要 

資本金、主な事業、常時雇

用する従業員数等を記載

して下さい。 

住所 大分県○○市××× 

代表者 代表取締役 ○○ ×× 

資本金 ○○万円 

従業員数 ○○人（役員○人、従業員○人、パート等○人） 

客室数  計○○室（和室○室、洋室○室、和洋室○室） 

宿泊単価（平均） ○○○○○円 

実施時期 交付決定後～令和３年○月○日 

事業の背景と目的 

 

 当館は、〇〇市街地に位置。市内には観光地も多く、公共交通機

関の利便性が高い。客層はビジネス客とファミリー層が半々程度。 

 リピーターが１割程度あったが、年々高齢化進み、宿泊客の減少

が続いており、さらに新型コロナウイルスの影響によりＲ２年度の

売り上げが前年度比▲○○％と大きく減少している。 

コロナ禍により旅行需要の変容等顧客ニーズにマッチした取組を

進めること売り上げを回復、さらには向上に向け新たな誘客対策が

必要になっている。 

（※宿泊客や売り上げの減少傾向を示すデータ等を提示） 

また、業務効率化により固定費や変動費等の見直しを行い労働生

産性の確保に努める必要がある。 

 

事業の概要 

（事業の全体像がわかるよ

うに、要点を記載してくださ

い。） 

当該地域は近隣に九州有数の登山場を抱え、登山シーズン
を中心に多くの登山客が県内外から来訪している。  

また、しかし、その多くは（８割程＊〇〇市調べ）日帰り、
または車中泊を行っており、当該地域での宿泊につながって
ない。登山客の意見から、「アウトドア感覚でかつ格安で泊
まれる宿泊施設があれば泊まりたい」等との声があり、これ
を活かしたサービス提供を行うことで、誘客拡大につなげる
ことが可能となる。  
（※登山客の声、アンケート結果等を記載）  

また、安定的な経営環境整備には、業務効率化の取組は避
けて通れない。効率的な人員配置等マルチタスク化を図るこ
とで、生産性向上を目指す。  
 

解決を目指す課題 

 

１．年間○○人という多くの登山客が当該地域に来訪する。
登山客は宿泊希望があるものの、従来のいわゆる 1 泊 2 食付
きで〇〇〇〇円という宿泊プランしかなく、登山客にとって
魅力的なものにつながってない。  
 
２．当社は従来から担当制で業務を行っているが、慢性的な
人員不足等もあり、担当社員不在に他社員のフォローやシフ
ト調整が難しい現状がある。  



 

 
３．現在の自社ＨＰでは施設の基本的情報や文字情報が中心
であり、自社の強味や近隣の自然環境等の良さが伝わりにく
い。また、予約サイトにつながる導線も分かりにくく、スマ  

ホ対応にもなっていない。  
※予約の割合：ＯＴＡ7 割、自社ＨＰ1 割、電話等 2 割  
 

事業内容 

 

１．アドバイザー派遣の取組 

①旅館コンサルタントの活用により、生産性向上支援、マーケティ 

ング支援 

・業務効率化：人員配置やタスク管理等マルチタスク化の取組支援 

・新たな顧客獲得：マーケティングリサーチ（市場調査等）を踏ま 

えた、高付加価値化支援（宿泊プランの造成等）、自社ＨＰやＳ 

ＮＳ、ＯＴＡ等を活用した効果的なＰＲ手法のアドバイス 

 

２．施設やサービスの新設・改善、業務の効率化や従業員教育の充 

実等の新たな取組 

①施設の屋上にある遊休空間を活用して、簡易キャンプ施設（テン 

ト張施設）スペースを整備する。 

②「登山体験プラン」を設定し提供。一般客との差別化を図る。 

 

３．情報発信の取組（WEB サイトの作成・改修等） 

①自社ＨＰを改修 

・登山情報や観光情報、近隣の自然の魅力が伝わるよう写真等を活

用し、また予約につながるサイト構成に改修し自社ＨＰでの予約率

向上につなげる。 

 

事業効果 現状   目標  
宿泊客数（人／年）  ○○○  ○○○  
内訳 国内団体    ○○○  ○○○  
   国内個人    ○○○  ○○○  

海外団体       ○○○  ○○○  
海外個人       ○○○  ○○○  

客室稼働率（％）       ○○    ○○  
定員稼働率（％）       ○○    ○○  
売上総額（千円）     ○○○  ○○○  
営業利益（千円）     ○○○  ○○○  
雇用人数（人）       ○○○  ○○○  

 
＜「アドバイザー派遣の取組」を含む場合＞ 

※アドバイザー派遣により期待される効果（継続性、発展性の観点

も含め）記載 

・客観的、専門的見地でアドバイスをいただくことで、従来

からの固定観念からの脱却が図られ、無駄を排除、また、市

場調査等踏まえたマーケティングにより的を得た取組を進

めることが出来、経営の継続性、発展性が図られる。  
 



 

経営革新計画策定の見

通し 

申請事業に関する認定経営革新等支援機関への相談状況（相談の相
手方や連絡先、承認に関する見込み等の意見）を記載 
 
・この申請内容について○○商工会の○○氏（連絡先：097･-･･-･･･
･）に相談しており、事業内容の新規性や経営及び業績の向上が可能
と考えられることから、概ね経営革新計画の承認を受けられる見込
みであると意見をいただいている。なお、交付決定後は、事業を実
施し○月頃に承認申請をする予定である。 
 
 
 

働き方改革の取組  「おおいたワーク・ライフ・バランス推進優良企業表彰」、
「くるみん認定」、「プラチナくるみん認定」、「しごと子
育てサポート企業認定」など、働き方改革に寄与する取組に
ついて  
 平成○○年×月 くるみん認定  
 上記の他、独自の働き方改革として  
  ・○○○○  
  ・×××× 
 に取り組んでいる。  
 

注）記載欄が不足する場合は、適宜、記載欄を追加してください。 

 

 

収支計画 

   収   入                                               （単位：円） 

   項   目     予 算 額         備   考 

  県助成希望額    1,450,000  

  自己資金    1,450,000  

     計    2,900,000  

   支   出                                       （単位：円） 

    項    目      予 算 額         積 算 内 訳 

アドバイザー派遣の

取組 

  

委託料 300,000 業務診断、市場調査 

アドバイザー派遣以

外の取組 

  

消耗品費 300,000 チラシ作成  一式  300,000 円 

修繕料 1,500,000 客室改修   一式 1,500,000 円 

委託料 500,000 自社ＨＰ改修 一式  500,000 円 

備品購入費     300,000 テント（規格〇〇） @150,000×2 基 

 

   

       計    2,900,000  

※「アドバイザー派遣の取組」に係る経費はそれ以外の経費と区分して記載してください 

※単価のわかるもの（見積書等）を添付して下さい 


