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愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

様式集

　　　様式第１－１号　　　　交付申請書
　　　様式第１－２－１号　　収支予算書（収入の部）
　　　様式第１－２－２号　　収支予算書（支出の部）
　　　様式第１－３号　　　　要件確認申立書
　　　様式第１－４号　　　　経費配分（内容）変更申請書
　　　様式第１－５－１号　　変更後の収支予算書（収入の部）
　　　様式第１－５－２号　　変更後の収支予算書（支出の部）
　　　様式第１－６号　　　　事業中止（廃止）申請書
　　　様式第１－７号　　　　交付申請取下申請書
　　　様式第１－８号　　　　実績報告書
　　　様式第１－９－１号　　収支決算書（収入の部）
　　　様式第１－９－２号　　収支決算書（支出の部）
　　　様式第１－１０号　　　請求書

お問い合わせ
　　愛知県観光協会 地域資源高付加価値化実証事業支援 事務局
　　（愛知県観光協会内）
　　名古屋市中村区名駅四丁目４番３８号
　　電話 052－581－5788　FAX 052－485－4919
　　メール　kinoshita@a-kanko.biz-web.jp

mailto:kinoshita@a-kanko.biz-web.jp


（様式第１－１号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

FAX

氏名 愛知　太郎

実施期間・回数
2022年11月1日～11月30日　毎日

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

交付申請書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金の交付を受けたいので、要綱第７条の規定に
より申請します。

ドローンを活用した●●渓谷空中散歩プログラム名

4 4 5

所在地

代表者 職名 代表取締役

団体名 株式会社●●●●

名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

プログラムの内容

広告の方法

販売の方法

紅葉に関心がある人への動画広告、●●観光協会のホームページ、●●駅での
チラシ配架

●●体験予約サイトでの販売、●●旅行株式会社での販売、●●観光協会での
電話受付

愛知県内の歴史や産業、自然、文化等の地域資源を活用した、独自性、特別感、又は限定感のあ
る観光プログラムであることを説明してください。

愛知県でも屈指の景観を誇る●●渓谷の紅葉を上空から案内。ドローン操縦の
有資格者が渓谷上空から紅葉を撮影し、その映像をリアルタイムで参加者が着
用したスコープに配信するのにあわせて、ふるさとガイドがみどころを解説。
ふだんは地上からしか鑑賞できない紅葉を、上空からの大パノラマで楽しんで
いただく。

●●渓谷の紅葉を鑑賞に来る個人客
集客ターゲット

000-000-0000

000-000-0000 00000@000000000

支援希望額（円） 1,500,000

担当者名

役職

電話連絡先

メール

●●●課

愛知　次郎

参加料等の収受方法
●●体験予約サイトでのカード決済、●●旅行株式会社でのカード決済または
現金収受、現地受付でのQRコード決済

・映像の満足度（大変満足、まあまあ満足、ふつう、やや不満、大いに不満）
・価格の感想（とても高い、やや高い、適切、やや安い、とても安い）
・ガイド満足度（大変満足、まあまあ満足、ふつう、やや不満、大いに不満）
・改善してほしいこと（自由回答）

参加者アンケートの
設問項目

部署名 係長



（様式第１－２－１号）

プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

費目 単価 人数 小計 備考

参加料（大人） 5,000 450 2,250,000 平日10人×20日、週末25人×10日

参加料（中学生以下） 2,000 100 200,000 平日0人×20日、週末10人×10日

合計 2,450,000

収支予算書（収入の部）
愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金



（様式第１－２－２号）

支援対象プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

調査飛行 80,000 1 式 80,000 委託料 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ガイド研修用会議室 4,000 1 回 4,000 使用料 ●●公民館第3会議室

合計 84,000

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

ドローン飛行 33,000 30 日 990,000 謝金 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ふるさとガイド謝金 2,000 30 日 60,000 旅費

スコープレンタル料 1,500 30 日 45,000 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

販売・決済手数料（大人） 500 450 人 225,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

販売・決済手数料（中学生以下） 200 100 人 20,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

アンケート集計アルバイト代 8,000 2 人 16,000 賃金

アンケート回答用鉛筆代 8 550 本 4,400 消耗品費

合計 1,360,400

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

広告用動画制作費 50,000 1 式 50,000 委託料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

動画広告配信費 2.5 300,000 回 750,000 広告料 YouTubeインストリーム広告

チラシデザイン代 15,000 1 頁 15,000 委託料 ▲▲デザイン事務所の見積もりより

●●駅ラック代 8,000 2 か月 16,000 広告料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

合計 831,000

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

サーマルカメラレンタル代 27,500 1 か月 27,500 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

スタッフ用フェイスシールド 1,100 60 個 66,000 消耗品費

客用マスク（50枚入り） 1,300 1 箱 1,300 消耗品費

合計 94,800

支援対象経費の合計 2,370,200

支援希望額 2,370,200

↑様式第１－１号の支援希望額となります。ただし、上限は150万円です。

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金
収支予算書（支出の部）

支援対象経費の部



●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

ドローン操縦者弁当代 800 30 個 24,000

ふるさとガイド弁当代 800 30 個 24,000

合計 48,000

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●その他の経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

支援対象外経費の合計 48,000

経費の合計 2,418,200

収入－支出 31,800 ←計画段階で赤字の場合、選定条件を満たしません。

備考

備考

備考

支援対象外経費の部

備考

備考



（様式第１－３号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

（抜粋）要綱第３条第２項

要件確認申立書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金交付要綱第７条第２項の規定に基づき、支援
金に係る交付申請を行うにあたり、当団体は、要綱第３条第２項に掲げる各号のいずれにも該当しない
ことを申立てます。
　なお、いずれかに該当することとなった場合には、直ちにその旨を届け出ます。
　また、要綱第３条第２項に掲げる各号のいずれかの該当の有無等に関して調査が必要となった場合に
は、事務局が求める必要な情報又は資料を遅滞なく提出するとともに、その調査に協力し、調査の結
果、該当することが判明した場合には、支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消されても、何ら異
議の申し立てを行いません。

第３条　略

２　前項の要件を満たす者であっても、次の各号に該当する者は、交付を受けることはできない。
 （１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号

に規定する暴力団員
 （２）罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から１年を

経過しない者
 （３）公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第49条に規定する排除措置

命令又は同法第62条第１項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完
了した日から１年を経過しない者

　なお、当該支援プログラムの実施にあたって、他の事業者に業務の一部を行わせる場合には、当該事
業者が上記各号のいずれかに該当することとなった場合、又はいずれかに該当していたことが判明した
場合、その旨を直ちに届出ます。

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

4 4 5

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

氏名 愛知　太郎

団体名 株式会社●●●●

代表者 職名 代表取締役



（様式第１－４号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

プログラム名

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

4 11 20

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

団体名 株式会社●●●●

代表者 職名 代表取締役

氏名 愛知　太郎

経費配分（内容）変更申請書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金の交付の決定を受けましたが、要綱第９条
の規定により、支援対象プログラムに要する経費の配分の変更（又は、支援対象プログラムの内容の
変更）を行いたいので、下記のとおり、申請します。

記

変更前の記載事項 変更後の記載事項

変更の理由

紅葉の見ごろが例年より後ろ倒しになっており、12月7日までプログラムを実施し
たいため。

（様式１－１号）
　実施期間・回数

 　2022年11月1日～11月30日　毎日

（様式１－１号）
　実施期間・回数

 　2022年11月1日～12月7日　毎日

ドローンを活用した●●渓谷空中散歩



（様式第１－５－１号）

プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

費目 単価 人数 小計 備考

参加料（大人） 5,000 550 2,750,000 平日10人×25日、週末25人×12日

参加料（中学生以下） 2,000 120 240,000 平日0人×25日、週末10人×12日

合計 2,990,000

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金
変更後の収支予算書（収入の部）

変更箇所を黄色に塗りつぶしてください



（様式第１－５－２号）

支援対象プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

調査飛行 80,000 1 式 80,000 委託料 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ガイド研修用会議室 4,000 1 回 4,000 使用料 ●●公民館第3会議室

合計 84,000

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

ドローン飛行 33,000 37 日 1,221,000 謝金 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ふるさとガイド謝金 2,000 37 日 74,000 旅費

スコープレンタル料 1,500 37 日 55,500 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

販売・決済手数料（大人） 500 550 人 275,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

販売・決済手数料（中学生以下） 200 120 人 24,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

アンケート集計アルバイト代 8,000 2 人 16,000 賃金

アンケート回答用鉛筆代 8 670 本 5,360 消耗品費

合計 1,670,860

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

広告用動画制作費 50,000 1 式 50,000 委託料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

動画広告配信費 2.5 300,000 回 750,000 広告料 YouTubeインストリーム広告

チラシデザイン代 15,000 1 頁 15,000 委託料 ▲▲デザイン事務所の見積もりより

●●駅ラック代 8,000 2 か月 16,000 広告料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

合計 831,000

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

サーマルカメラレンタル代 27,500 1.5 か月 41,250 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

スタッフ用フェイスシールド 1,100 60 個 66,000 消耗品費

客用マスク（50枚入り） 1,300 1 箱 1,300 消耗品費

合計 108,550

支援対象経費の合計 2,694,410

↑この額に関わらず、支援金の額は、様式２－１号で通知した支援可能額が上限となります。

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金
変更後の収支予算書（支出の部）

支援対象経費の部

変更箇所を黄色に塗りつぶしてください



●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

ドローン操縦者弁当代 800 37 個 29,600

ふるさとガイド弁当代 800 37 個 29,600

合計 59,200

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●その他の経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

支援対象外経費の合計 59,200

経費の合計 2,753,610

収入－支出 236,390

支援対象外経費の部

備考

備考

備考

備考

備考



（様式第１－６号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

プログラム名

団体名 株式会社●●●●

4 10 15

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

事業中止（廃止）申請書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金の交付の決定を受けましたが、要綱第９条
の規定により、支援対象プログラムの中止（又は、廃止）を行いたいので、下記のとおり、申請しま
す。

記

代表者 職名 代表取締役

氏名 愛知　太郎

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

中止（廃止）の内容

中止（廃止）の
経緯・理由

当プログラムの実施を取りやめる。

10月1日に新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発出され、
不要不急の外出の自粛が要請されたため。



（様式第１－７号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

プログラム名

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

4 6 15

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

団体名 株式会社●●●●

代表者 職名 代表取締役

氏名 愛知　太郎

取下げ理由

交付決定通知における交付可能額が当方の希望額を大きく下回り、収支面のリ
スクが大きく、プログラムの実施が困難となったため。

交付申請取下申請書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金の交付の決定を受けましたが、要綱第１１
条の規定により、支援金の交付の申請を取り下げたいので、下記のとおり、申請します。

記

ドローンを活用した●●渓谷空中散歩



（様式第１－８号）

令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

年 月

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

4 12 25

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

団体名 株式会社●●●●

代表者 職名 代表取締役

氏名 愛知　太郎

実績報告書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金の支援対象プログラムが完了したので、要
綱第１２条の規定により申請します。

プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

事業完了日 令和 日4 12 25

支援対象プログラム
の実績

実施日時・場所・回数、内容、参加者数等を記載

実施日時：2022年11月1日～30日
　　　　　①10時～　②11時～　③13時～　④14時～　⑤15時～
参加者数：別添報告書のとおり

広告の実績

YouTubeインストリーム広告：30万回表示、5,400アクセス（CTR1.8％）
●●観光協会のホームページ：10/1～11/30掲載
●●駅でのチラシ配架：●●部、10/1～11/30配架

請求可能額（円） 962,650

販売方法の実績

●●体験予約サイトでの販売：大人250人、中学生以下10人
●●旅行株式会社での販売：大人20人、中学生以下0人

            現地受付でのQRコード決済：大人40人、中学生以下5人

支援対象経費の実績額（円） 2,542,650

売上の実績額（円） 1,580,000

支援可能額（円） 1,500,000

参加料等の収受
方法の実績

●●体験予約サイトでのカード決済：大人250人、中学生以下10人
●●旅行株式会社での販売：大人20人、中学生以下0人

            ●●観光協会での電話受付：大人40人、中学生以下5人

参加者アンケートの
回収数

大人173枚、中学生以下10枚
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プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

費目 単価 人数 小計 備考

参加料（大人） 5,000 310 1,550,000

参加料（中学生以下） 2,000 15 30,000 小学生未満は無料

合計 1,580,000

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金
収支決算書（収入の部）
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支援対象プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

調査飛行 80,000 1 式 80,000 委託料 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ガイド研修用会議室 4,000 1 回 4,000 使用料 ●●公民館第3会議室

合計 84,000

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

ドローン飛行 33,000 37 日 1,221,000 謝金 ●●ドローンサービス株式会社の見積もりより

ふるさとガイド謝金 2,000 37 日 74,000 旅費

スコープレンタル料 1,500 37 日 55,500 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

販売・決済手数料（大人） 500 310 人 155,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

販売・決済手数料（中学生以下） 200 15 人 3,000 手数料 体験予約サイト、●●旅行株式会社、QRコード決済会社、カード会社への販売or決済手数料

アンケート集計アルバイト代 8,000 1 人 8,000 賃金

アンケート回答用鉛筆代 8 325 本 2,600 消耗品費

合計 1,519,100

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

広告用動画制作費 50,000 1 式 50,000 委託料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

動画広告配信費 2.5 300,000 回 750,000 広告料 YouTubeインストリーム広告

チラシデザイン代 15,000 1 頁 15,000 委託料 ▲▲デザイン事務所の見積もりより

●●駅ラック代 8,000 2 か月 16,000 広告料 ●●広告サービス株式会社の見積もりより

合計 831,000

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計 性質 備考

サーマルカメラレンタル代 27,500 1.5 か月 41,250 賃借料 ●●レンタル株式会社料金表より

スタッフ用フェイスシールド 1,100 60 個 66,000 消耗品費

客用マスク（50枚入り） 1,300 1 箱 1,300 消耗品費

合計 108,550

支援対象経費の合計 2,542,650

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金
収支決算書（支出の部）

支援対象経費の部



●プログラムの造成に関する経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●プログラムの実施に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

ドローン操縦者弁当代 800 30 個 24,000

ふるさとガイド弁当代 800 30 個 24,000

合計 48,000

●参加者を募集するための広告・宣伝に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●感染症対策に係る経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

●その他の経費

費目 単価 数量 単位 小計

合計 0

支援対象外経費の合計 48,000

経費の合計 2,590,650

収入－支出 -1,010,650

支援対象外経費の部

備考

備考

備考

備考

備考
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令和 年 月 日

一般社団法人愛知県観光協会

会長　安藤　隆司　様

愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金

5 1 10

所在地 名古屋市中区●●●町●番地　■■ビル５階

団体名 株式会社●●●●

代表者 職名 代表取締役

氏名 愛知　太郎

請求書

　愛知県観光協会　地域資源高付加価値化実証事業支援金について、要綱第１５条の規定により、下
記のとおり、請求します。

プログラム名 ドローンを活用した●●渓谷空中散歩

請求金額（円） 962,650

1111111111

口座名義 株式会社●●●●

振込先

支店番号 111

口座種別

金融機関名 ■■銀行

支店名 ▲▲駅前支店

普通

口座番号


