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本資料は、本事業公募への申請書類を提出する専⽤サイトの操作⽅法を説明
するマニュアルです。
※本事業の内容等については公募要領をご確認ください。
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公募申請の概要
公募申請の概要

【公募申請の流れ】
公募期間は3⽉15⽇〜4⽉7⽇（12時締切）です。
その間に、①マイページに登録し、②各様式を作成、③様式資料を提出してください。

p.3〜7へ

①
マイページの登録

②
様式資料の作成

③
様式資料の提出

p.8〜20へ

3⽉15⽇ 4⽉7⽇

様式 提出書類名 作成⽅法

様式１ 事業計画書 Webフォーム上にて直接⼊⼒して提
出

様式２ 費⽤積算書 Webフォーム上にて直接⼊⼒して提
出

様式３ 事業実施スケジュール Webフォーム上にて直接⼊⼒して提
出

様式４ 事業概要 PowerPoint形式で申請ページにて
提出

様式５ 市区町村の同意書 PDF 形式で申請ページにて提出

様式６ 連携先の同意書 PDF 形式で申請ページにて提出

【申請時に作成する資料】
申請時には、様式1〜6を作成し、本事業の専⽤サイトで提出することで、申請完了となります。
作成、提出にあたっては、公募要領をよくご確認ください。

公募期間

※様式1が提出されるまでは、様式5・6は提出できませんのでご注意ください。
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マイページの登録・作成
マイページの作成・ログイン

1

メールアドレスの⼊⼒・認証

事業告知ページから登録画⾯へアクセス1

本事業の告知ページ（ランディングページ）の「マイペー
ジ新規登録」をクリックします。

メールアドレスを⼊⼒し、認証メールを受け取る2

メールアドレスを⼊⼒したら、クッキー利⽤に同意したうえ
で、「認証メールを送る」をクリックします。
⼊⼒したメールアドレスに認証⽤のメールが送信されます。

1 認証メールの「申請⼿続きURL」をクリック3

⼊⼒したメールアドレスに届いたメールを確認し、「申請
⼿続きURL」をクリックします。基本情報を⼊⼒するための
ページへアクセスできます。

※メールが迷惑メールフォルダに整理され、受信に気が付かない
ケースがよくあります。ご注意ください
※万が⼀メールが届かない場合は事務局へご連絡ください

 事業申請をするにはまず、事業の告知サイト（ランディングページ）からメールアドレスを⼊⼒し、マイページ作成を開
始してください。

 登録サイトで必要情報を⼊⼒し、マイページ作成が完了したら、公募申請の準備完了です.
※ひとつのマイページから申請できるのは、ひとつの類型・事業計画のみとなります。 複数の事業を計画・申請
する場合は、マイページを新たに作成してください。

（認証メール）
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マイページの登録・作成

1

登録内容⼊⼒

同意事項のチェック1

前項のメール記載URLから、基本情報登録サイトにアク
セスすると、事業参画にあたっての同意事項が表⽰されま
す。内容を確認し、「本事業の参画に当たり、以下の事項
に同意します。」の左側ボックスをクリックします。

※必須項⽬が未⼊⼒な場合等、修正が必要な部分に注意
⽂が表⽰されます

基本情報の⼊⼒2

申請に当たり、登録が必要となる基本情報を⼊⼒します。

今後のログインに必要な「パスワード」まで、⼀通りの⼊⼒
が完了したら、「内容確認」をクリックします。
情報の⼊⼒に不⾜等があると、内容確認には進めませ
んので、修正をしたうえで再度内容確認をしてください。

1 「内容確認」をクリック3

マイページの作成・ログイン

※⼊⼒時は公募要領を確認の上、サイト上の案内や記載例等
を踏まえて、⼊⼒を進めてください
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マイページの登録・作成
マイページの作成・ログイン

1

⼊⼒内容の確認

⼊⼒内容が適切か確認1

⼊⼒した内容に誤りがないか確認します。

修正・登録2

⼊⼒内容に誤り等があれば、「修正する」をクリックし、再
度⼊⼒します。
⼊⼒内容に誤り等がなければ、「登録する」をクリックしま
す。

登録完了3

これで、基本情報の登録が完了です。専⽤のマイページ
が作成されました。
マイページへアクセスし、各種様式の提出ができるように
なります。次ページでは、ログインの⽅法をご案内します。

5



マイページへのログイン
マイページの作成・ログイン

1

マイページへのログイン

メールに記載のURLからログイン1

登録されたメールアドレスに届く、ログイン情報通知メール
記載のＵＲＬから、マイページにログインします。
メール記載の「事業者コード」「アカウント」は、ログイン時
に利⽤しますので、記録してください。
また、事業者コードやアカウントは事業開始後も利⽤し
ますので、紛失しないように管理してください。

事業者コード、アカウント、パスワードを⼊⼒2

メール記載の「事業者コード」「アカウント」を⼊⼒します。
また、任意で「パスワード」を決めて、⼊⼒し、ログインボタン
をクリックします。

 メールに記載のURL/事業の告知サイト（ランディングページ）からマイページにログインできます。
 ログインする際は2段階認証が必要です。

（ログイン情報通知メール）
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マイページへのログイン
マイページの作成・ログイン

1 メール記載の認証コードを⼊⼒3

マイページでは不正ログイン防⽌のセキュリティ対策として、
2段階認証を実施しています。
メールアドレスに「2段階認証コード通知」の件名でメール
が届きますので、記載された「認証コード」を確認し、⼊⼒
してログインします。

xxxxxx

マイページへログイン完了4

これで、マイページへログイン完了です。各種様式作成に
進みます。

※事業の告知サイト（ランディングページ）からも、マイページにロ
グイン可能です

（2段階認証コード通知メール）

（ランディングページTOP）
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※メールが迷惑メールフォルダに整理され、受信に気が付かない
ケースがよくあります。ご注意ください
※万が⼀メールが届かない場合は事務局へご連絡ください



様式1の作成・提出
公募申請

 様式1は、本事業で実施する取組や、造成コンテンツの予定を記載いただく「事業計画書」です。
 サイト上の⼊⼒フォームで計画書を作成し、提出していただきます。

1

類型を選択

3つの類型から、応募するものを選択1

マイページのトップではまず、3つの類型から応募するもの
を選択します。
画⾯の中央「事業申請」から、応募する予定の類型を
選択し、クリックします。（画⾯上部の「事業申請」タブから
も、同様の操作が可能です）

1

様式1の作成

事業告知ページから登録画⾯へアクセス1

作成を始める様式を選択するページが表⽰されます。
最初のステップである様式1「提出はこちら」を選択してく
ださい。

※各類型の特徴や補助要件は、公募要領でご確認ください
※本資料では、「⼀般型」での申請ページで操作⽅法を説明して
いますが、どの類型でも操作⽅法や流れは同⼀です

※様式1〜4は同時並⾏して作成が可能です
※様式5、6は様式1を提出後に作成が可能となります

1 タブを選択し、⼊⼒を開始2

様式１では、⼊⼒する内容が「実施体制」「事業内容」
「事業の⽬標」「持続可能な観光」 「次年度以降の予
定」「⽀援実績」「その他」のテーマごとに、ページタブが分か
れています。
タブを選び、各項⽬記⼊例や注意事項を確認し、⼊⼒
を進めてください。
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様式1の作成・提出
公募申請

1 ⼀時保存3

⼊⼒した情報は途中保存し、後⽇⼊⼒を続けることも
可能です。保存したい場合は「⼀時保存」のボタンをクリッ
クします。

⼊⼒した内容に誤りがないか、もう⼀度よく確認します。
問題なければ、画⾯右下の「提出する」をクリックします。
これで、様式1の提出が完了しました。

1 提出4

必須の全項⽬⼊⼒が完了したら、「提出内容を確認す
る」をクリックしてください。

※⼊⼒中、または提出した様式は印刷が可能です
（詳細p.23）
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様式2の作成・提出
公募申請

 様式1で作成した事業計画を実施するのに必要な経費の計画を、様式2「費⽤積算書」にて提出していただきます。
 必要な経費について記⼊し、経費⾦額が要件を満たしていることを確認し、問題なければ提出をしてください。

1 課税事業者・⾮課税事業者の区分を選択2

税制上、本事業では消費税は補助対象経費となりませ
ん。そのため⺠間事業者は原則、「課税事業者」を選択
し、税抜⾦額で経費⾦額を⼊⼒してください。
ただし、地⽅公共団体など、⼀部の団体は消費税を補
助対象経費に含めることが可能です。該当する場合は
「⾮課税事業者」を選択し、税込⾦額で経費を⼊⼒してく
ださい。

1 計画する経費を⼊⼒3

経費計画を⼊⼒します。補助対象となる経費の要件に
ついては、公募要領をよくご確認のうえ、記載してください。

また、サイト上の⼊⼒操作については以下の点にご留意
ください。
a. 公募要領を確認の上、正しい※経費項⽬を選択す

ること
b. 補助対象経費の合計⾦額が補助対象経費の上限

「2100万円」を超える場合や、特定の経費項⽬が類
型ごとに設定された割合制限を超える場合は、超過
⾦額は「補助対象外経費」として⼊⼒すること

c. 経費の「単価×数量」と「補助対象経費＋補助対象
外経費」の額を⼀致させること（⾦額チェック欄が
「OK」と表⽰されていることを確認）

1

様式2を作成

マイページ「事業申請」メニューから様式2をクリック1

マイページ「事業申請」タブのメニューから「様式2」の「提
出はこちら」ボタンをクリックします

※税区分は公募要領の「補助対象経費における消費税の扱い
について」をご確認の上選択してください。採択後の税区分変更
は原則できませんのでご注意ください。

※経費項⽬
①観光資源を活⽤したコンテンツの造成に係る経費
②備品の購⼊・設備の導⼊に係る経費
③販路基盤整備・プロモーションに係る経費

※各経費は⽤途・規模等が分かるように詳細を明
確に記載し、単位は「⼀式」等あいまいな表現は控
えるようお願いします。
※本事業は、実施主体が主体的・中⼼的な役割を
担い事業実施することが求められます。全ての業務を
1者に委託することは基本的に認められません。

a cb
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様式2の作成・提出
公募申請

1 ⼊⼒した経費に問題がないか確認4

⼊⼒が完了したら、経費合計額や、経費項⽬ごと⾦額
割合に問題がないか確認します。特に、以下の点をよくご
確認ください。
a. ⼊⼒した経費が、様式1事業計画書の内容と整合し、

公募要領の「補助対象経費」要件を満たしていること
b. 各経費項⽬の割合が、各類型ごとに設定された割合

制限の範囲内であること（OKと表⽰されていることを
確認する）

c. 補助対象経費（事業費）の合計が600万〜2100
万円の範囲であること（画⾯下部「補助対象経費
（事業費）の⾦額範囲チェック」がOKと表⽰
されていることを確認する）

問題がなければ、画⾯右下の「提出内容を確認す
る」をクリックします。

cb

a

1 提出5

経費の⼀覧画⾯が表⽰されますので、内容に誤りがない
かもう⼀度よく確認します。問題なければ、画⾯右下の
「提出する」をクリックします。
これで、様式2の提出は完了です。
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様式3の作成・提出
公募申請

 様式1で作成した事業計画で実施する具体的な取組とその実施期間を記⼊してください。
 中間報告と最終報告の実施予定⽇を記⼊してください。

1

様式3を作成

取り組みと報告のスケジュールを記⼊2

様式1の事業計画に基づき、実施予定の取り組みとその
概要、スケジュール（開始予定⽇と完了予定⽇）を記⼊
します。
できるだけ具体的に記⼊するようにしてください。
類型②については「販売基盤整備・プロモーション実施ス
ケジュール」、類型③「販売等の期間」「観光コンテンツ・イ
ベント等の実施期間」のスケジュールも記⼊します。

中間報告・最終報告の実施予定⽇も記⼊します。

記⼊が完了したら、右下の「提出内容を確認する」をク
リックします。

スケジュールを提出3

スケジュールについて再度よく確認し、問題がなければ右
下の「提出する」ボタンをクリックします。

1 マイページ「事業申請」メニューから様式3をクリック1

マイページ「事業申請」タブのメニューから「様式3」の「提
出はこちら」ボタンをクリックします
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様式4の作成・提出
公募申請

 様式4は、マイクロソフトパワーポイントで作成したうえで、サイト上で提出してください。
 様式1で作成した事業計画の内容に基づき、画像などを⽤いて事業概要や体制をご説明ください。
 様式4は、事業申請のページでダウンロードできます。

1

様式4を作成

1

様式4を作成2

様式1〜3で提出した情報の概要をPowerPointの様
式4に記⼊します。ページの追加はせず、1ページ内で収
まるように作成してください。

※ファイル名は「様式4_事業者コード_実施主体名」とすること
例︓様式4_ A1000001_○○株式会社.pptx

公募申請のページで様式4をダウンロード

様式4を作成するためのファイルを⼊⼿します。
マイページの「事業申請」タブをクリックし、様式提出ボタ
ン下部の「該当ファイルはこちら」から様式4をダウンロードし
ます。
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様式4の作成・提出
公募申請

1

提出

マイページ「事業申請」メニューから様式4をクリック1

マイページ「事業申請」タブのメニューから「様式4」の「提
出はこちら」ボタンをクリックします

様式4をアップロード2

「ファイルの選択」をクリックし、前項で作成した「様式4」
のPowerPointファイルをアップロードします

アップロードが完了したら、ファイル右側に表⽰される「追
加」ボタンをクリックし、画⾯右下の「提出内容を確認する」
をクリックします。

様式4を提出3

問題がなければ右下の「提出する」ボタンをクリックします。
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様式5の作成・提出
公募申請

 様式5は、事業を実施するエリアの市区町村との「同意書」です。
 様式1事業計画書で記載した連携市区町村から同意書を取得し、提出してください。
※様式1が提出されるまで、様式5は提出できませんのでご注意ください。
※市区町村が実施主体で、⾃地域内のみで取り組みを実施する場合は、様式5の提出は不要です。

作成

1 公募申請のページで様式5をダウンロード1

様式5を作成2

様式1で記載した連携先市区町村から「同意書」の必
要項⽬を記⼊してもらいます。
記⼊していただいた「同意書」は、pdfファイル形式に変
換し、提出してください。

※ファイル名は「様式5_事業者コード_同意先団体名」とすること
例︓様式5_ A1000001_千代⽥区.pdf

様式5を作成するためのファイルを⼊⼿します。
マイページの「事業申請」タブをクリックし、様式提出ボタ
ン下部の「該当ファイルはこちら」から様式5をダウンロードし
ます。
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様式5の作成・提出
公募申請

様式5を提出

1 マイページ「事業申請」メニューから様式5をクリック1

マイページ「事業申請」タブのメニューから「様式5」の「提
出はこちら」ボタンをクリックします

様式5をアップロード2

「ファイルの選択」をクリックし、前項で作成した「様式5」
のpdfファイルを提出します。

アップロードが完了したら、ファイル右側に表⽰される「追
加」ボタンをクリックし、画⾯右下の「提出内容を確認する」
をクリックします。

様式5を提出3

問題がなければ右下の「提出する」ボタンをクリックします。
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様式6の作成・提出
公募申請

 様式6は、事業の連携先との「同意書」です。
 様式1事業計画書で記載した連携先から同意書を取得し、提出してください。
※様式1が提出されるまで、様式6は提出できませんのでご注意ください。

公募申請のページで様式6をダウンロード1

様式6を作成2

様式1で記載した連携先から「同意書」の必要項⽬を記
⼊してもらいます。
記⼊していただいた「同意書」は、pdfファイル形式に変
換し、提出してください。

※ファイル名は「様式6_事業者コード_連携先団体名」とすること
例︓様式6_ A1000001_○○観光協会.pdf

作成

様式6を作成するためのファイルを⼊⼿します。
マイページの「事業申請」タブをクリックし、様式提出ボタ
ン下部の「該当ファイルはこちら」から様式6をダウンロードし
ます。
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様式6の作成・提出
公募申請

様式6を提出

1 マイページ「事業申請」メニューをクリック1

マイページ「事業申請」タブのメニューから「様式6」の「提
出はこちら」ボタンをクリックします

様式6をアップロード2

「ファイルの選択」をクリックし、前項で作成した「様式6」
のpdfファイルを提出します。

アップロードが完了したら、ファイル右側に表⽰される「追
加」ボタンをクリックし、画⾯右下の「提出内容を確認する」
をクリックします。

様式6を提出3

問題がなければ右下の「提出する」ボタンをクリックします。
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申請完了
公募申請

申請完了

1 各様式を提出後、申請完了1

様式1〜6の提出が完了したら、画⾯左上の申請状態
が「申請中」から「申請完了」と表⽰が変わります。事務局
への申請がされた状態です。

公募期間の4⽉7⽇（12時）までは、提出した様式は
修正が可能です。

 様式1〜6の提出をもって、申請完了となります。
 事業申請ページをの申請状態が「申請完了」と表⽰されていることを確認してください。

申請完了
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提出後の各様式修正について
公募申請

提出した資料を修正する

1 修正したい様式の「提出はこちら」をクリック

2

マイページ「事業申請」タブより公募申請ページを表⽰さ
せます。
提出済みの様式のうち、修正したい様式の「提出はこち
ら」ボタンをクリックします。

 各様式は提出後も、公募締め切り（4⽉7⽇12時）までは修正が可能です。
 提出時と同様に、公募申請のページから各様式を編集します。

「申請中」状態は申請できていないので注意3

修正中の様式は「⼀時保存」することもできます。ただし、
⼀時保存した場合は、公募申請ページの申請状態が
「申請中」となり、事業への申請が完了していない状態に
戻りますので、ご注意ください。
上記②の⼿順通り様式を提出し、公募申請ページの申
請状態が「申請完了」となっていることを必ず確認してく
ださい。

申請完了

修正した様式を再度提出し「申請完了」状態とする

様式の修正が完了したら、再度様式を提出します。
この際、公募申請ページで申請状態が「申請完了」と
なっていることを必ず確認してください。

申請完了

申請中
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タブメニューについて
その他のマイページ使い⽅

 マイページでは、画⾯上部の「タブメニュー」をクリックすることで、利⽤する機能があるページに移動できます。
 公募期間では、「TOP」「お知らせ」「事業者情報」「事業申請」「パスワード変更」の機能を選べます。
 表⽰されるタブメニューは随時追加・削除されますので、あらかじめご留意ください。

1

マイページ上部の「タブメニュー」から各種機能を選択する

「タブメニュー」から機能を選択1

マイページ上部の「タブメニュー」から、使いたい機能を選
択します。
クリックすると、その機能のページに移ります。

※事業開始後は、表⽰するメニューが変更される予定です

タブメニュー 分岐メニュー ページ概要 本資料での説明
有無

TOP - マイページのトップページ

お知らせ - 事務局からの「お知らせ」を確認できるページ あり（p.22）

事業者情報

閲覧 登録した基本情報を確認できるページ

編集 登録した基本情報を編集できるページ あり（p.23）

ユーザ管理 メインアカウント（親）ユーザが、サブアカウント
（⼦）を追加するページ あり（p.24）

事業者申請

類型①公募申請 類型①の様式書類提出や提出情報を確認
できるページ

あり（p.26）
※印刷機能につ
いて説明

類型②公募申請 類型②の様式書類提出や提出情報を確認
できるページ

類型③公募申請 類型③の様式書類提出や提出情報を確認
できるページ

パスワード変
更 - アカウントのログインパスワードを変更できるペー

ジ あり（p.27）

【各タブメニューと遷移先ページの概要説明】
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お知らせページ
その他のマイページ使い⽅

 お知らせページでは、事務局からの連絡を確認できます。
 公募期間中、ご案内がある場合はこちらの「お知らせ」でご連絡しますので、ご確認をお願いします。

1

お知らせを確認

「お知らせ」タブをクリック1

マイページ上部の「お知らせ」タブをクリックします。
お知らせを確認するページに移ります。

「お知らせ」内容を確認2

事務局からのお知らせ⼀覧が確認できます。
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担当者などの事業者情報変更
その他のマイページ使い⽅

 登録した事業者情報は随時変更が可能です。
 担当者変更が⽣じる場合は、担当者名とメールアドレスの変更と、事業者コード等のログイン情報の引継ぎを忘
れないようにしてください。

1

事業者情報を変更する

事業者情報タブの「編集」ページにアクセス1

メインアカウントでログインしたユーザが、事業者情報タブ
の「編集」をクリックします

変更したい情報を編集・登録2

変更したい情報を選び、編集します。
変更完了したら、「内容確認」をクリックし、もう⼀度変更
内容を確認してください。問題がなければ「登録」ボタンをク
リックしてください。
以上で情報変更が完了し、メール通知が送信されます。

担当者が変わる際の注意点3

本事業のシステムは、ログイン時には登録されたメールア
ドレスを⽤いた認証が必要になります。
そのため、実施主体における異動など、担当者に変更
が⽣じる場合はかならず担当者名とメールアドレスを変
更し、事業者コード等のログイン情報を引き継いでくださ
い。
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サブアカウントの追加（「事業者情報」タブ）
その他のマイページ使い⽅

 マイページを作成した⼈に付与されるメインアカウント（親アカウント）は、サイトの操作（様式の編集・提出・閲覧
など）ができるサブアカウント（⼦アカウント）を付与できます。

 必要に応じてサブアカウントを作成し、⼀緒に事業を実施するメンバーに付与してください。

1

サブアカウント（⼦アカウント）を追加する

事業者情報タブの「ユーザ管理」ページにアクセス1

メインアカウントでログインしたユーザが、事業者情報タブ
の「ユーザ管理」をクリックします

「新規登録」をクリック2

サブアカウントを作成するため、「新規登録」ボタンをクリッ
クします

サブアカウントのログイン情報を⼊⼒3

以下の注意点を確認し、必要情報を⼊⼒していきます。
メインアカウントのアカウント名やパスワード、⽒名や
メールアドレスは⼊⼒しないでください

a. アカウント︓「サブアカウント」のアカウント名を英数字と
記号⼊⼒します

b. ログインパスワード︓「サブアカウント」のログインパス
ワードを⼊⼒してください

c. ⽒名︓サブアカウントを利⽤する⼈の⽒名を⼊⼒して
ください

d. メールアドレス︓サブアカウントを利⽤する⼈のメールア
ドレスを⼊⼒してください

⼊⼒を終えたら「申請する」をクリックします

a

b

c

d
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サブアカウントの追加（「事業者情報」タブ）
その他のマイページ使い⽅

1 サブアカウントを登録4

⼊⼒したサブアカウント情報に誤りがなければ、「登録ボ
タンをクリックします。」

メインアカウントはサブアカウントを随時追加、削除が可
能です。サブアカウントの作成・削除等の管理権限は、メイ
ンアカウントにしかありません。
アカウント名やパスワード等のログイン情報は、第三者に
知られないように厳重に管理してください。

サブアカウント追加完了5

④で⼦アカウントが作成されました。
事業を⼀緒に実施するメンバーに、アカウント名やパス
ワードを共有することで、サブアカウントからログインができる
ようになります。
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印刷の⽅法（「事業申請」タブ）
その他のマイページ使い⽅

 「事業申請」のタブからは、各種様式の提出・編集・印刷を⾏います。
 作成中、提出済みの様式データは印刷することが可能です。内容を詳しく確認したい場合などにご利⽤ください。
 マイページの「事業申請」タブから、印刷したい様式を選択します。

1 マイページ「事業申請」タブから「印刷」をクリック1

作成中・提出済みのデータは、pdfで印刷することが可
能です。⼊⼒内容を紙⾯で確認したり、関係者と内容を
共有したりする際に活⽤してください。
マイページの「事業申請」タブメニューから、各様式のペー
ジに移り、印刷したい様式資料の「印刷」ボタンをクリックし
ます。

⼊⼒途中の情報や、提出した情報を印刷する

「印刷する」をクリック2

印刷したいページが表⽰されますので、右下の「印刷す
る」ボタンをクリックします。

※印刷が可能なのは「様式1」 「様式2」 「様式3」です

26



パスワード変更
その他のマイページ使い⽅

 マイページへのログインに使うパスワードは変更が可能です。必要に応じて変更⼿続きを⾏ってください。

1

ログイン時パスワード変更を変更する

パスワード変更タブをクリックする1

マイページのタブメニューからパスワード変更タブをクリックし
ます。

新しいパスワードを登録する2

原稿のパスワードを⼊⼒したうえで、新しいパスワードを⼊
⼒します。
⼊⼒を終えたら「登録」ボタンをクリックします。

パスワードの変更が完了3

トップページで「パスワードを変更しました」とのメッセージが
表⽰されたら、パスワード変更は完了です。
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