【Ｋ】 備中の日本遺産を巡るバス観光旅行促進事業（要項）
（公社）岡山県観光連盟は、下記の要件に当てはまるバスツアーに対し、次により助成金を交付するものとする。
要

項

対象期間

2022 年 5 月 23 日（月）～2022 年 12 月 31 日（土）に出発する商品

受付期間

2022 年 5 月 16 日（月）～2022 年 12 月 24 日（土）※出発日の 7 日前まで

対象事業者

旅行業者（旅行業法及び同法施行規則の規定による第 1 種、第 2 種、第 3 種、地域限定の旅行業登録を受けている国
内の旅行業者を対象とする）

対象地域

全国 ※新型コロナウイルス感染症の状況によりエリアを縮小する場合があります。

旅行形態

募集型企画旅行及び受注型企画旅行
【日帰りツアー】：バス 1 台あたり 3 万円 （3 万円未満の場合は実績額）

助成金額

【宿泊ツアー】：バス 1 台あたり 5 万円 （5 万円未満の場合は実績額）※連泊による加算はありません
※ただし、助成金額の上限は 1 営業所あたり 50 万円
① 1 台あたりのツアー参加者数が 10 名以上（乗務員・添乗員を除く）であること
② 備中県民局管内の日本遺産構成文化財を 2 か所以上利用する行程であること ※参考（裏面岡山県備中エリアの
日本遺産ストーリーと構成文化財をご確認ください）
③ 備中県民局管内で 1 カ所以上の有料観光施設又は食事施設等の利用を含むこと

基本要件

※ただし、②で倉敷美観地区のみ周遊する場合は、2 カ所以上の有料観光施設又は食事施設等の利用を含むこ
と。
（各観光団体が発行しているクーポン等の購入利用も可）
※有料観光施設には②で周遊する有料の構成文化財を含むほか、備中県民局管内であれば、日本遺産の構成文化
財以外の施設でも可
④ 宿泊ツアーの場合は以下の備中県民局管内に宿泊する場合に限る
（倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町）

助成手続

① 申請フォーム（Tayori）による申請（ツアー出発日の 7 日前まで）
https://www.okayama-kanko.jp/business にある申請フォームよりお申込みください。
② フォーム申請後、7 日以内に申請書（様式 1）と行程表の提出（申請フォーム（Tayori）より書類の添付ま
たは郵送）
※フォームを活用した書類の添付、メッセージの送信方法については別紙「申請フォーム（Tayori）での
ファイル添付とメッセージ送信について」を参照ください
③ 当連盟より受付完了通知を送信
④ 旅行実施後 14 日以内に実施報告に必要な書類の提出（申請フォーム（Tayori）より書類の添付または郵送）
⑤ 実績報告書、利用証明書等の内容を確認し、当連盟より助成決定額を通知
⑥ 請求書の提出（郵送）
⑦ 振り込み（銀行振込にて入金）
※申請及び実施報告に必要な書類が期限内に提出されない場合は、助成対象外となりますので、ご注意く
ださい。

変更及び
中止連絡

① 申込内容に変更が生じた場合は申請フォーム（Tayori）を活用し、出発日の 7 日前までに連絡してください
（出発日の 7 日前までに変更連絡が無くツアーを実施した場合は助成対象外となります）
② 内容変更は可能ですがツアー名、団体名の変更は不可とします
催行中止の場合は、7 日前までに申請フォーム（Tayori）を活用し連絡してください

実施報告

■送付物
① 実績報告書（様式 2）
② 最終日程表
③ 運送引受書の写し
④ 利用証明書（様式 3）
（有料観光施設又は食事施設、宿泊施設等にて記入、押印されたもの）
⑤ ④で利用証明を受けた領収書または請求書等の支払いが確認できる書類の写し
※各書類の原本を PDF 化し写しを提出申請フォーム（Tayori）より書類の添付または郵送）
なお、送付物については事務局からの請求があれば直ちに原本を提出すること

裏面に続く

①岡山県の他の助成措置及び他の自治体の助成措置を受けていないこと
※当該バスツアーの企画・造成に関する助成措置の有無は問わない
例：バス助成、宿泊助成等の送客に対する助成⇒併用不可、企画造成に対する助成⇒併用可

注意事項

②他県を含む行程でも上記の要件を満たせば対象とする
③予算が上限に達し次第、助成事業を終了
④その他の助成対象外のもの
国、地方自治体、その他地方公共団体が実施する会議、研修旅行、又は宗教活動、政治活動を目的とした旅行
①新型コロナウイルス感染予防対策については、関係業界のガイドラインに沿った対策を講じていること

新型コロナ
ウイルス感
染症につい
て注意事項

②新型コロナウイルス感染症の状況により当事業を変更ならびに中止する場合があります
※旅行期間が次に掲げるいずれかの状況になった場合は助成事業の対象外になりますのでご注意ください。
（1）新型コロナウイルス感染症の拡大により、岡山県又はツアーの出発地となる都道府県のいずれかにおいて、国が
示す緊急事態宣言あるいは、まん延防止等重点措置が適用されている期間
（2）新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内の感染状況がレベル 3 に移行することが見込まれるなど、更
なる感染拡大が懸念されると岡山県が判断した期間
次の場合は助成を取消します

助成の取消

①申請及び報告内容に虚偽や不正が認められる場合（助成金が支払われている場合は返還を求めます）
②助成手続き及び変更連絡について定められた期限内に報告・提出が無い場合

書類の保管

申請及び実施報告で送付した各書類の原本は５年間保管してください

岡山県備中エリアの日本遺産ストーリーと構成文化財

1. 一輪の綿花から始まる倉敷物語 ～和と洋が織りなす繊維のまち～
関連市町村：倉敷市
紹介 HP：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story049/
■対象となる構成文化財一覧
1 倉敷川畔伝統的建造物群保存地区（倉敷美観地区）
、2 旧大原家住宅、3 大橋家住宅、4 井上家住宅
5 楠戸家住宅、6 大原美術館、7 旧中国銀行倉敷本町出張所、8 有隣荘、9 倉敷館、10 倉敷考古館
11 倉敷アイビースクエア、12 倉敷紡績記念館、13 倉敷屏風祭、14 素隠居、15 ばらずし、16 倉敷民藝館
17 民芸品、18 高梁川東西用水取配水施設、19 一の口水門、20 磯崎眠亀記念館、21 錦莞莚、22 板敷水門
23 蓮台寺、24 由加神社、25 旧野﨑家住宅、26 繊維製品、27 下津井町並み保存地区、28 むかし下津井回船問屋
29 下津井節、30 玉島町並み保存地区、31 旧柚木家住宅(西爽亭）

2.

荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間

関連市町村：倉敷市
紹介 HP：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story039/
■対象となる構成文化財一覧
1 下津井町並み保存地区,、2 旧荻野家母屋・鰊蔵（むかし下津井回船問屋）
、3 下津井節
4 祇園神社の奉納物、5 下津井祇園文書、6 旧野﨑家住宅、7 旧野崎浜灯明台、8 玉島町並み保存地区
9 旧柚木家住宅(西爽亭）
、10 羽黒神社の奉納物

裏面に続く

3.

「桃太郎伝説」の生まれたまち おかやま ～古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語～

関連市町村：倉敷市、総社市
紹介 HP：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story064/
■対象となる構成文化財一覧
1 鬼城山（鬼ノ城）
（総社市）
、2 鬼の釜（総社市）
、3 楯築遺跡（倉敷市）
、4 楯築神社の旋帯文石（倉敷市）
5 鯉喰神社 （鯉喰神社遺跡）
（倉敷市）
、6 血吸川（総社市）
、7 作山古墳第一古墳（総社市）
8 こうもり塚古墳（総社市）
、9 箭田大塚古墳（倉敷市）

4.

知ってる!? 悠久の時が流れる石の島 ～海を越え、日本の礎を築いた せとうち備讃諸島～

関連市町村：笠岡市
紹介 HP：https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/stories/story080/index.html
■対象となる構成文化財一覧
1 北木石の丁場（北木島）
、2 北木島の丁場湖（北木島）
、3 北木島の石工用具（北木島）
4 千ノ浜の護岸景観（北木島）
、5 真鍋家住宅（真鍋島）
、6 大石山（六島）
、7 高島 （高島）
8 開龍寺 （白石島）
、9 白石島 （白石島）
、10 北木島石切唄 （北木島）
、11 旧映画館「光劇場」
（北木島）
12 大飛島遺跡（飛島）

5.

『ジャパンレッド』発祥の地～弁柄と銅の町・備中吹屋～

関連市町村：高梁市
紹介 HP：http://takahasikanko.or.jp/modules/spot/index.php?content_id=21
■対象となる構成文化財一覧
1 高梁市吹屋伝統的建造物群保存地区、2 旧片山家住宅、3 吹屋郷土館 4 旧広兼家住宅
5 西江家住宅主屋ほか、6 ベンガラ館、7 吉岡銅山跡、8 笹畝坑道、9 山神社跡、10 山神社
11 黄金山城跡、12 延命寺、13 銅栄寺、14 鉱夫長屋跡、15 旧吹屋小学校校舎、16 旧吹屋往来
17 トロッコ道跡、18 井川発電所跡、19 備中神楽、20 腰折地蔵尊、21 石州瓦製作道具
22 片山家文書

※それぞれのストーリーを構成する構成文化財には備中エリア以外の地域も含まれますが、当事業の対象となるの
は岡山県備中エリアに所在する地区と構成文化財のみとなりますのでご注意ください。

お問い合わせ （公社）岡山県観光連盟 誘客促進グループ
TEL：086-201-0243 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町 1-5-1 岡山シンフォニービル 2F

